
平成28年度事業実施に伴う見直しの概要

当初事業費
計画変更による比較増減 水産関係用地 外

見直し後全体事業費

25年度 26年度

関連する基幹事業
　　事業番号
基幹事業との関連性

関連する災害復旧事業の概要
・漁港施設災害復旧事業　　（防波堤、物揚場、船揚場等）
・海岸保全施設災害復旧事業（海岸防潮堤の整備）
・河川保全施設災害復旧事業（河川堤防の整備）
※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。

　港地区では、東日本大震災の地震・津波により住宅や水産関係施設に甚大な被害を受けたが、住宅の
再建や漁業活動の再開等が進められているところである。本事業は住宅の高台移転や漁業活動の本格再
開等を念頭に置いて、安心して暮らし続けられる漁業集落の整備を行うものである。

9,779
（「南三陸町震災復興計画」P.60-61記載）
当面の事業概要
　　平成28年度　　　本工事１式、用地補償費等１式、工事発注支援

東日本大震災の被害の関係

交付対象事業費 9,779
27年度 28年度 29年度 合　計

　　平成27年度　　　用地補償費等、工事発注支援(用地交渉) １式 9,535 千円
【第12回申請】
　　平成27年度　　　本工事、工事発注支援 １式 41,545 千円

年度別事業費

【第８回申請】

【第11回申請】
　　平成26年度　　　用地測量、測量設計、工事発注支援 １式 9,509 千円

2,779千円

１式 10,935

　（２）防災安全施設整備 １号避難路 ( 改 良 )：既存W=1.0m→W=2.0m　階段L= 40 ｍ

32,380千円
35,159千円

【今後の予定】

【今回申請】
　　平成28年度　　　本工事、用地補償費等、工事発注支援 １式 9,779 千円

㎡
避難標識 ２ 基

（様式１－３）

南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等個票
平成28年 2月時点

NO. 103 事業名 漁業集落防災機能強化事業（港地区） 事業番号 C-5-1
交付団体 南三陸町 事業実施主体（直接/間接）

事業概要
【対象地区】　港地区

【整備内容】
　（１）漁業集落道整備 １号集落道 ( 改 良 )：既存W=4.0m、H=1.0m L= 120 ｍ

　港地区は宮城県南三陸町にある第１種港漁港の背後集落であり、ワカメなどの海面養殖や刺網などの
漁業が盛んな地区である。しかし、東日本大震災の津波により壊滅的な被害を受けている。
　現在、集落の復興に向けて努力が続けられているが、復興にあたっては、安全・安心さらに快適で災害に
強いまちづくりを目指しており、本事業による漁業集落道整備、防災安全施設整備、土地利用高度化再編
整備により、生活・生産基盤を整備し集落及び漁業の復興を進めるものである。

南三陸町（直接）
総交付対象事業費 70,368 千円 全体事業費 81,303 千円

千円

項　　　　　目 摘　　要
74,708千円
事　業　費

31,975千円
106,683千円

今回申請

　　平成29年度　　　本工事、工事発注支援

基

　（３）土地利用高度化再編整備

非常用照明灯 ３

水産関係用地 H=6.0m A= 1,600



平成28年度事業実施に伴う見直しの概要

当初事業費
計画変更による比較増減 集落道

見直し後全体事業費

関連する基幹事業
　　事業番号
基幹事業との関連性

関連する災害復旧事業の概要
・漁港施設災害復旧事業　　（防波堤、物揚場、船揚場等）
・海岸保全施設災害復旧事業（海岸防潮堤の整備）

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。

　田の浦地区では、東日本大震災の地震・津波により住宅や水産関係施設に甚大な被害を受けた
が、住宅の再建や漁業活動の再開等が進められているところである。本事業は、住宅の高台移転
や漁業活動の本格再開等を念頭に置いて、安心して暮らし続けられる漁業集落の整備を行うもの
である。

当面の事業概要
　　平成28年度　　　本工事１式、用地補償等１式、工事発注支援

東日本大震災の被害の関係

交付対象事業費 30,167
25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 合　計

30,167
（「南三陸町震災復興計画」P.60-61記載）

　　平成27年度　　　本工事、工事発注支援 １式 95,272 千円

年度別事業費

【今回申請】
　　平成28年度　　　本工事、用地補償費等、工事発注支援 １式 30,167 千円

【第12回申請】

【第11回申請】

　（３）土地利用高度化再編整備 水産関係用地　H=1.0m A= 5,850 ㎡

　　平成27年度　　　用地補償費等、工事発注支援(用地交渉) １式 15,304 千円

【第８回申請】
　　平成26年度　　　用地測量、測量設計、工事発注支援 １式 27,752 千円

２号避難路 ( 改 良 )：既存W=1.5m→W=2.0m L= 300 ｍ

避難標識 ２ 基

（様式１－３）

南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等個票
平成28年 2月時点

NO. 104 事業名 漁業集落防災機能強化事業（田の浦地区）

L= 150 ｍ

事業番号 C-5-2
交付団体 南三陸町 事業実施主体（直接/間接） 南三陸町（直接）
総交付対象事業費 168,495 千円 全体事業費 186,569 千円
事業概要

項　　　　　目 事　業　費 今回申請 摘　　要
185,489千円 29,087千円

【対象地区】　田の浦地区

【整備内容】
　（１）漁業集落道整備 １号集落道 ( 改 良 )：既存W=3.0m→W=5.0m、H=1.0mL= 140 ｍ

　田の浦地区は宮城県南三陸町にある第１種田浦漁港の背後集落であり、ワカメなどの海面養殖や刺網
などの漁業が盛んな地区である。しかし、東日本大震災の津波により壊滅的な被害を受けている。
　現在、集落の復興に向けて努力が続けられているが、復興にあたっては、安全・安心さらに快適で災害に
強いまちづくりを目指しており、本事業による漁業集落道整備、防災安全施設整備、土地利用高度化再編
整備により、生活・生産基盤を整備し集落及び漁業の復興を進めるものである。

　（２）防災安全施設整備 １号避難路 ( 改 良 )：既存W=1.5m→W=2.0m

非常用照明灯 ２ 基

　　平成29年度　　　本工事、工事発注支援 １式 18,074 千円

1,080千円 1,080千円
186,569千円 30,167千円

【今後の予定】



平成28年度事業実施に伴う見直しの概要

当初事業費
計画変更による比較増減 排水路

見直し後全体事業費

交付団体 南三陸町 事業実施主体（直接/間接） 南三陸町（直接）
総交付対象事業費 108,229 千円 全体事業費 119,100 千円

１号避難路 ( 新 設 )：W=2.0m　階段 L= 60 ｍ

事業概要
【対象地区】　石浜地区

【整備内容】
　（１）防災安全施設整備 １号排水路 ( 改 良 )：W=2.0m、D=1.0m（沈下分）開渠L= 110 ｍ

　石浜地区は宮城県南三陸町にある第１種石浜漁港の背後集落であり、ワカメなどの海面養殖や刺網な
どの漁業が盛んな地区である。しかし、東日本大震災の津波により壊滅的な被害を受けている。
　現在、集落の復興に向けて努力が続けられているが、復興にあたっては、安全・安心さらに快適で災害に
強いまちづくりを目指しており、本事業による防災安全施設整備、土地利用高度化再編整備により、生活・
生産基盤を整備し集落及び漁業の復興を進めるものである。

（様式１－３）

南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等個票
平成28年 2月時点

NO. 105 事業名 漁業集落防災機能強化事業（石浜地区） 事業番号 C-5-3

非常用照明灯 ４ 基
２号避難路 ( 新 設 )：W=2.0m L= 190 ｍ

避難標識 ４ 基
　（２）土地利用高度化再編整備 水産関係用地　H=1.0 A= 1,690 ㎡

【第12回申請】

【今回申請】

　　平成27年度　　　本工事、用地補償費等、工事発注支援 １式 57,956 千円

【第８回申請】
　　平成26年度　　　用地測量、測量設計、工事発注支援 １式 16,611 千円

　　平成27年度　　　用地補償費等、工事発注支援(用地交渉) １式 2,817 千円
【第11回申請】

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 合　計

30,845 千円

項　　　　　目 事　業　費 今回申請 摘　　要

年度別事業費

1,275千円
119,100千円 30,845千円

【今後の予定】

29,570千円

　　平成29年度　　　本工事、工事発注支援 １式 10,871 千円

1,275千円
117,825千円

　　平成28年度　　　本工事、用地補償費等、工事発注支援 １式

　石浜地区では、東日本大震災の地震・津波により住宅や水産関係施設に甚大な被害を受けた
が、住宅の再建や漁業活動の再開等が進められているところである。本事業は、住宅の高台移転
や漁業活動の本格再開等を念頭に置いて、安心して暮らし続けられる漁業集落の整備を行うもの
である。

東日本大震災の被害の関係

交付対象事業費 30,845

関連する基幹事業

　　平成28年度　　　本工事１式、用地補償等１式、工事発注支援

　　事業番号
基幹事業との関連性

関連する災害復旧事業の概要
・漁港施設災害復旧事業　　（防波堤、物揚場、船揚場等）
・海岸保全施設災害復旧事業（海岸防潮堤の整備）

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。

30,845
（「南三陸町震災復興計画」P.60-61記載）
当面の事業概要



平成28年度事業実施に伴う見直しの概要

当初事業費
物価変動による比較増減 H25からの物価変動
計画変更による比較増減 集落道、排水路

見直し後全体事業費

　　平成26年度　　　用地測量、測量設計、工事発注支援 １式 16,897 千円

　　平成27年度　　　用地補償費等、工事発注支援(用地交渉) １式 4,409 千円
【第11回申請】

【今回申請】

総交付対象事業費 72,598 千円 全体事業費 107,297 千円
事業概要
【対象地区】　馬場地区

【整備内容】
　（１）漁業集落道整備 １号集落道 ( 新 設 )：W=5.0m、H=1.0m L= 115 ｍ

　馬場地区は宮城県南三陸町にある第１種ばなな漁港馬場地区の背後集落で、ワカメなどの海面養殖が
主要な漁種である。しかし、東日本大震災の津波により壊滅的な被害を受けている。
　現在、集落の復興に向けて努力が続けられているが、復興にあたっては、安全・安心さらに快適で災害に
強いまちづくりを目指しており、本事業による漁業集落道整備、防災安全施設整備、土地利用高度化再編
整備等により、生活・生産基盤を整備し集落及び漁業の復興を進めるものである。

（様式１－３）

南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等個票
平成28年 2月時点

NO. 108 事業名 漁業集落防災機能強化事業（馬場地区）
交付団体 南三陸町 事業実施主体（直接/間接） 南三陸町（直接）

事業番号 C-5-6

　　馬場地区では、東日本大震災の地震・津波により住宅や水産関係施設に甚大な被害を受けたが、住宅
の再建や漁業活動の再開等が進められているところである。本事業は、住宅の高台移転や漁業活動の本
格再開等を念頭に置いて、安心して暮らし続けられる漁業集落の整備を行うものである。

（「南三陸町震災復興計画」P.60-61記載）
当面の事業概要
　　平成28年度　　　本工事１式、用地補償費等１式、工事発注支援

東日本大震災の被害の関係

合　計
交付対象事業費 51,292 51,292

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。
関連する基幹事業
　　事業番号
基幹事業との関連性

関連する災害復旧事業の概要
・漁港施設災害復旧事業　　（防波堤、物揚場、船揚場等）
・海岸保全施設災害復旧事業（海岸防潮堤の整備）

年度別事業費

　　平成29年度　　　本工事、工事発注支援 １式 34,699 千円
【今後の予定】

107,297千円 51,292千円

 ( 改 良 )：W=1.0m、D=1.0m（沈下分）開渠L= 100

-4,018千円 -4,018千円
32,643千円 18,364千円

避難標識 ２
水産関係用地 A= 5,000

非常用照明灯 ２
 ｍ　（２）防災安全施設整備  １号排水路

基
㎡

基

　（３）土地利用高度化再編整備

【第８回申請】

項　　　　　目 事　業　費 今回申請 摘　　要
78,672千円 36,946千円

　　平成28年度　　　本工事、用地補償費等、工事発注支援 １式 51,292 千円



平成28年度事業実施に伴う見直しの概要

当初事業費
計画変更による比較増減

見直し後全体事業費

関連する基幹事業
　　事業番号

年度別事業費

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 合　計

基幹事業との関連性

関連する災害復旧事業の概要
・漁港施設災害復旧事業　　（防波堤、物揚場、船揚場等）
・海岸保全施設災害復旧事業（海岸防潮堤の整備）

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。

12,217
（「南三陸町震災復興計画」P.60-61記載）
当面の事業概要
　　平成28年度　　　本工事１式、工事発注支援

交付対象事業費 12,217

東日本大震災の被害の関係

　韮の浜地区では、東日本大震災の地震・津波により住宅や水産関係施設に甚大な被害を受けたが、住
宅の再建や漁業活動の再開等が進められているところである。本事業は、住宅の高台移転や漁業活動の
本格再開等を念頭に置いて、安心して暮らし続けられる漁業集落の整備を行うものである。

　　平成26年度　　　用地測量、測量設計、工事発注支援 １式 15,851 千円

【第12回申請】

【第11回申請】
　　平成27年度　　　用地補償費等、工事発注支援(用地交渉) １式 8,810 千円

　　平成27年度　　　本工事、工事発注支援 １式 92,401 千円

【今回申請】
　　平成28年度　　　本工事、工事発注支援 １式 12,217 千円

(嵩上げ H=1.0m A= 3,900 ㎡)
【第８回申請】

　（４）土地利用高度化再編整備 水産関係用地 A= 6,200 ㎡
　　うち （嵩上げ な し A= 2,300 ㎡)

避難標識 ２ 基
非常用照明灯 ２ 基

１号集落道 (一部改良)：既存W=3.0m→W=4.0m L=20m×7箇所L= 140 ｍ

　韮の浜地区は宮城県南三陸町にある第１種韮の浜漁港の背後集落であり、ワカメなどの海面養殖業が
盛んな地区である。しかし、東日本大震災の津波により壊滅的な被害を受けている。
　現在、集落の復興に向けて努力が続けられているが、復興にあたっては、安全・安心さらに快適で災害に
強いまちづくりを目指しており、本事業による漁業集落道整備、防災安全施設整備、土地利用高度化再編
整備により、生活・生産基盤を整備し、集落及び漁業の復興を進めるものである。

（様式１－３）

南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等個票
平成28年 2月時点

NO. 110 事業名 漁業集落防災機能強化事業（韮の浜地区） 事業番号 C-5-8

項　　　　　目 事　業　費 今回申請 摘　　要
134,063千円 12,217千円

交付団体 南三陸町 事業実施主体（直接/間接） 南三陸町（直接）
総交付対象事業費 129,279 千円 全体事業費 134,063 千円

　（３）防災安全施設整備 １号避難路 ( 新 設 )：W=2.0m L= 80 ｍ

事業概要
【対象地区】　韮の浜地区

【整備内容】
　（１）漁業集落道整備

　　平成29年度　　　本工事、工事発注支援 １式 4,784 千円

134,063千円 12,217千円

【今後の予定】



平成28年度事業実施に伴う見直しの概要

当初事業費
計画変更による比較増減 集落道、排水路
既配分済減 避難路

見直し後全体事業費

千円

【対象地区】　細浦地区

【整備内容】
　（１）漁業集落道整備 １号集落道 ( 改 良 )：既存W=3.0m→W=4.0m、H=1.0m　L= 110 ｍ

　細浦地区は宮城県南三陸町にある第１種細浦漁港の背後集落であり、ワカメ・ギンザケなどの海面養殖
を中心に漁業が盛んな地区である。しかし、東日本大震災の津波により壊滅的な被害を受けている。
　現在、集落の復興に向けて努力が続けられているが、復興にあたっては、安全・安心さらに快適で災害に
強いまちづくりを目指しており、本事業による漁業集落道整備、防災安全施設整備、土地利用高度化再編
整備により、生活・生産基盤を整備し集落及び漁業の復興を進めるものである。

１号避難路 ( 改 良 )：既存W=1.0m～2.0m→W=2.0mL= 140 ｍ
　（２）防災安全施設整備 １号排水路 ( 改 良 )：W=1.5m、D=1.0m（沈下分）開渠L= 110 ｍ

交付団体 南三陸町 事業実施主体（直接/間接） 南三陸町（直接）
総交付対象事業費 147,187 千円 全体事業費 158,672 千円
事業概要

（様式１－３）

南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等個票
平成28年 2月時点

NO. 111 事業名 漁業集落防災機能強化事業（細浦地区） 事業番号 C-5-9

避難標識 ３ 基
非常用照明灯 ３ 基

　（３）土地利用高度化再編整備 水産関係用地 A= 6,600 ㎡
　　うち （嵩上げ な し A= 5,200 ㎡)

19,765 千円　　平成26年度　　　用地測量、測量設計、工事発注支援 １式

(嵩上げ H=1.0m A= 1,400 ㎡)
【第８回申請】

146,099千円 45,255千円
12,573千円 12,573千円

　　平成28年度　　　本工事、工事発注支援 １式 46,343 千円

　　平成27年度　　　本工事、工事発注支援 １式
【第12回申請】
　　平成27年度　　　用地補償費等、工事発注支援(用地交渉) １式 5,775

　　平成29年度　　　本工事、工事発注支援 １式 11,485

【第11回申請】

75,304 千円

【今回申請】

158,672千円 46,343千円

【今後の予定】
千円

項　　　　　目 事　業　費 今回申請 摘　　要

-11,485千円

当面の事業概要
　　平成28年度　　　本工事１式、工事発注支援

交付対象事業費 46,343

東日本大震災の被害の関係

　細浦地区では、東日本大震災の津波により集落内の住宅の約半数と漁具倉庫・作業場等の水産関係施
設のほぼ全てが流出した。本事業は、住宅の高台移転や漁業活動の本格再開に向けた取り組みと連携し
て、集落の生産・生活環境を復興し、安心して暮らし続けられる漁業集落の整備を実現するものである。

関連する基幹事業
　　事業番号
基幹事業との関連性

関連する災害復旧事業の概要
・漁港施設災害復旧事業　　（防波堤、物揚場、船揚場等）
・海岸保全施設災害復旧事業（海岸防潮堤の整備）

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。

46,343
（「南三陸町震災復興計画」P.60-61記載）

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 合　計
年度別事業費



平成28年度事業実施に伴う見直しの概要

当初事業費
計画変更による比較増減 水産関係用地

見直し後全体事業費

事業概要
【対象地区】　荒砥地区

【整備内容】
　（１）漁業集落道整備 １号集落道

　　平成27年度　　　本工事、工事発注支援 １式 56,361 千円

　　平成27年度　　　用地補償費等、工事発注支援(用地交渉) １式 5,298 千円

( 改 良 )：既存W=3.0m→W=4.0m L= 80

（様式１－３）

南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等個票
平成28年 2月時点

NO. 113 事業名 漁業集落防災機能強化事業（荒砥地区）
交付団体 南三陸町 事業実施主体（直接/間接） 南三陸町（直接）
総交付対象事業費 130,945 千円 全体事業費 130,945 千円

　（２）防災安全施設整備 １号排水路 ( 改 良 )：W=1.5m、D=1.5m（沈下分）暗渠L=
ｍ

　荒砥地区は宮城県南三陸町にある第１種荒砥漁港の背後集落であり、ワカメ・ホタテガイなどの海面養
殖を中心に漁業が盛んな地区である。しかし東日本大震災の津波により壊滅的な被害を受けている。
　現在、集落の復興に向けて努力が続けられているが、復興にあたっては、安全・安心さらに快適で災害に
強いまちづくりを目指しており、本事業による漁業集落道整備、防災安全施設整備、土地利用高度化再編
整備、用地整備により、生活・生産基盤を整備し集落及び漁業の復興を進めるものである。

非常用照明灯 ４ 基
１号避難路 ( 新 設 )：W=2.0m　階段 L= 60 ｍ

60 ｍ

避難標識 １ 基
　（３）土地利用高度化再編整備 水産関係用地　H=1.0m A= 2,900 ㎡

　　平成26年度　　　用地測量、測量設計、工事発注支援 １式 15,422 千円
【第11回申請】

基幹事業との関連性

関連する災害復旧事業の概要
・漁港施設災害復旧事業　　（防波堤、物揚場、船揚場等）
・海岸保全施設災害復旧事業（海岸防潮堤の整備）

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。

年度別事業費

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 合　計

【第８回申請】

53,864
（「南三陸町震災復興計画」P.60-61記載）
当面の事業概要
　　平成28年度　　　本工事１式、用地補償費等１式、工事発注支援

交付対象事業費 53,864

東日本大震災の被害の関係

　荒砥地区では、東日本大震災の津波により集落内の住宅の約半数と漁具倉庫・作業場等の水産関係施
設のほぼ全てが流出した。本事業は、住宅の高台移転や漁業活動の本格再開に向けた取り組みと連携し
て、集落の生産・生活環境を復興し、安心して暮らし続けられる漁業集落の整備を実現するものである。

関連する基幹事業
　　事業番号

項　　　　　目 事　業　費 今回申請 摘　　要
126,625千円 49,544千円

事業番号 C-5-11

【今回申請】
　　平成28年度　　　本工事、用地補償費等、工事発注支援 １式 53,864 千円

　（４）用地整備 集会所用地 A= 400 ㎡

【第12回申請】

4,320千円 4,320千円
130,945千円 53,864千円



平成28年度事業実施に伴う見直しの概要

当初事業費
計画変更による比較増減 避難路

見直し後全体事業費

【第11回申請】

　　平成27年度　　　本工事、工事発注支援 １式 64,604 千円
【第12回申請】
　　平成27年度　　　用地補償費等、工事発注支援(用地交渉) １式 1,320 千円

17,586 千円　　平成26年度　　　用地測量、測量設計、工事発注支援 １式

交付団体 南三陸町 事業実施主体（直接/間接） 南三陸町（直接）
総交付対象事業費 154,140 千円 全体事業費 154,140 千円
事業概要
【対象地区】　折立・水戸辺地区

【整備内容】
　（１）漁業集落道整備 １号集落道 ( 改 良 )：既存W=2.2m→W=4.0m、H=1.0mL= 100 ｍ

　折立・水戸辺地区は宮城県南三陸町にある第１種折立漁港・水戸辺漁港の背後集落であり、ワカメ等の
海面養殖を中心に漁業が盛んな地区である。しかし、東日本大震災の津波により壊滅的な被害を受けてい
る。
　現在、集落の復興に向けて努力が続けられているが、復興にあたっては、安全・安心さらに快適で災害に
強いまちづくりを目指しており、本事業による漁業集落道整備、防災安全施設整備、土地利用高度化再編

１号避難路

（様式１－３）

南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等個票
平成28年 2月時点

NO. 114 事業名漁業集落防災機能強化事業（折立・水戸辺地区） 事業番号 C-5-12

( 新 設 )：W=2.0m、H=1.0m L= 70 ｍ
　（２）防災安全施設整備 １号排水路 ( 改 良 )：W=1.5m、D=1.5m（沈下分）暗渠L= 70 ｍ

避難標識 ３ 基
非常用照明灯 ２ 基

　（３）土地利用高度化再編整備 水産関係用地 A= 5,300 ㎡
　　うち （嵩上げ な し A= 2,100 ㎡)

(嵩上げ H=1.0m A= 3,200 ㎡)
【第８回申請】

年度別事業費

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 合　計
70,630

（「南三陸町震災復興計画」P.60-61記載）
当面の事業概要
　　平成28年度　　　本工事１式、用地補償費等１式、工事発注支援

交付対象事業費 70,630

東日本大震災の被害の関係
戸倉地域の中心市街地であった折立地区とそれに隣接する水戸辺地区では、東日本大震災の地震・津波
により住宅や水産関係施設に甚大な被害を受けたが、住宅の再建や漁業活動の再開等が進められている
ところである。本事業は、住宅の高台移転や漁業活動の本格再開等を念頭に置いて、安心して暮らし続け
られる漁業集落の整備を行うものである。

関連する基幹事業
　　事業番号
基幹事業との関連性

関連する災害復旧事業の概要
・漁港施設災害復旧事業　　（防波堤、物揚場、船揚場等）
・海岸保全施設災害復旧事業（海岸防潮堤の整備）
・河川保全施設災害復旧事業（河川堤防の整備）
※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。

　　平成28年度　　　本工事、用地補償費等、工事発注支援 １式 70,630 千円
【今回申請】

5,655千円 5,655千円
154,140千円 70,630千円

項　　　　　目 事　業　費 今回申請 摘　　要
148,485千円 64,975千円



平成28年度事業実施に伴う見直しの概要

当初事業費
計画変更による比較増減 集落道

見直し後全体事業費
5,708千円 5,708千円

102,633千円 67,605千円

【第12回申請】
　　平成27年度　　　用地補償費等、工事発注支援(用地交渉) １式 1,980 千円

　　平成27年度　　　本工事、工事発注支援 １式 19,991 千円

項　　　　　目 事　業　費 今回申請 摘　　要
96,925千円 61,897千円

関連する基幹事業
　　事業番号
基幹事業との関連性

関連する災害復旧事業の概要
・漁港施設災害復旧事業　　（防波堤、物揚場、船揚場等）
・海岸保全施設災害復旧事業（海岸防潮堤の整備）

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。

当面の事業概要
　　平成28年度　　　本工事１式、工事発注支援

交付対象事業費 67,605
24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 合　計

67,605
（「南三陸町震災復興計画」P.60-61記載）

年度別事業費

【第８回申請】

（様式１－３）

南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等個票
平成28年 2月時点

NO. 115 事業名 漁業集落防災機能強化事業（津の宮地区）

２ 基
　（２）防災安全施設整備 １号避難路 ( 新 設 )：W=2.0m L= 130 ｍ

　（３）土地利用高度化再編整備 水産関係用地　H=1.0m A= 3,100 ㎡
避難標識

東日本大震災の被害の関係
　　津の宮地区では、東日本大震災の地震・津波により住宅や水産関係施設に甚大な被害を受
けたが、漁業活動の再開等が進められているところである。本事業は、住宅の高台移転や漁業
活動の本格再開等を念頭に置いて、安心して暮らし続けられる漁業集落の整備を行うものであ
る。

交付団体 南三陸町 事業実施主体（直接/間接） 南三陸町（直接）
総交付対象事業費 102,633 千円 全体事業費 102,633 千円
事業概要
【対象地区】　津の宮地区

【整備内容】
　（１）漁業集落道整備 １号集落道 ( 改 良 )：既存W=3.1m→W=5.0m、H=1.0mL= 60 ｍ

　津の宮地区は宮城県南三陸町にある第１種津ノ宮漁港の背後集落であり、カキ・ワカメ等の海面養殖を
中心に漁業が盛んな地区である。しかし、東日本大震災の津波により壊滅的な被害を受けている。
　現在、集落の復興に向けて努力が続けられているが、復興にあたっては、安全・安心さらに快適で災害に
強いまちづくりを目指しており、本事業による漁業集落道整備、防災安全施設整備、土地利用高度化再編
整備により、生活・生産基盤を整備し集落及び漁業の復興を進めるものである。

非常用照明灯

事業番号 C-5-13

【今回申請】
　　平成28年度　　　本工事、工事発注支援 １式 67,605 千円

　　平成26年度　　　用地測量、測量設計、工事発注支援 １式 13,057 千円

２ 基

【第11回申請】



平成28年度事業実施に伴う見直しの概要

当初事業費
計画変更による比較増減 避難路

見直し後全体事業費

項　　　　　目 事　業　費 今回申請 摘　　要
147,703千円 47,857千円
-7,555千円 -7,555千円
140,148千円 40,302千円

千円

　　平成27年度　　　本工事、工事発注支援 １式 81,100 千円

【今回申請】
　　平成28年度　　　本工事、用地補償費等、工事発注支援 １式 40,302

関連する基幹事業
　　事業番号
基幹事業との関連性

関連する災害復旧事業の概要
・漁港施設災害復旧事業　　（防波堤、船揚場等）
・海岸保全施設災害復旧事業（海岸防潮堤の整備）

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。

当面の事業概要
　　平成28年度　　　本工事１式、用地補償費等１式、工事発注支援

交付対象事業費 40,302
24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 合　計

40,302
（「南三陸町震災復興計画」P.60-61記載）

年度別事業費

　（３）土地利用高度化再編整備 水産関係用地　H=1.0m A= 5,400 ㎡
【第８回申請】
　　平成26年度　　　用地測量、測量設計、工事発注支援 １式 15,769 千円

【第12回申請】
　　平成27年度　　　用地補償費等、工事発注支援(用地交渉) １式 2,977 千円
【第11回申請】

避難標識 １ 基
非常用照明灯 ３ 基

ｍ

　滝浜地区は宮城県南三陸町にある第１種滝浜漁港の背後集落であり、カキ・ワカメ等の海面養殖や大型
定置網を中心に漁業が盛んな地区である。しかし、東日本大震災の津波により壊滅的な被害を受けてい
る。
　現在、集落の復興に向けて努力が続けられているが、復興にあたっては、安全・安心さらに快適で災害に
強いまちづくりを目指しており、本事業による漁業集落道整備、防災安全施設整備、土地利用高度化再編

　（２）防災安全施設整備 １号避難路 ( 改 良 )：既存W=1.5m→W=2.0m L= 80 ｍ
３号集落道 ( 改 良 )：既存W=3.0m→W=4.0m、H=1.0mL= 80 ｍ

（様式１－３）

南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等個票
平成28年 2月時点

NO. 116 事業名 漁業集落防災機能強化事業（滝浜地区） 事業番号 C-5-14

東日本大震災の被害の関係

　滝浜地区では、東日本大震災の地震・津波により住宅や水産関係施設に甚大な被害を受けた
が、漁業活動の再開等が進められているところである。本事業は、住宅の高台移転や漁業活動
の本格再開等を念頭に置いて、安心して暮らし続けられる漁業集落の整備を行うものである。

交付団体 南三陸町 事業実施主体（直接/間接） 南三陸町（直接）
総交付対象事業費 140,148 千円 全体事業費 140,148 千円

２号集落道 ( 改 良 )：既存W=3.0m→W=4.0m、H=1.0mL= 70 ｍ

事業概要
【対象地区】　滝浜地区

【整備内容】
　（１）漁業集落道整備 １号集落道 ( 改 良 )：既存W=3.0m→W=4.0m L= 80



平成28年度事業実施に伴う見直しの概要

当初事業費
計画変更による比較増減 集落道
既配分済減

見直し後全体事業費

１式 70,888 千円

１式 12,400 千円

192,925千円 70,888千円

【今後の予定】

項　　　　　目 事　業　費 今回申請 摘　　要
137,544千円 27,907千円
55,381千円 55,381千円

関連する基幹事業
　　事業番号

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 合　計

基幹事業との関連性

関連する災害復旧事業の概要
・漁港施設災害復旧事業　　（防波堤、物揚場、船揚場等）
・海岸保全施設災害復旧事業（海岸防潮堤の整備）

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。

70,888
（「南三陸町震災復興計画」P.60-61記載）
当面の事業概要
　　平成28年度　　　本工事１式、用地補償費等１式、工事発注支援

交付対象事業費 70,888

東日本大震災の被害の関係

　藤浜地区では、東日本大震災の地震・津波により住宅や水産関係施設に甚大な被害を受けたが、防災
集団移転地の造成や漁業活動の再開等が進められているところである。本事業は、住宅の高台移転や漁
業活動の本格再開等を念頭に置いて、安心して暮らし続けられる漁業集落の整備を行うものである。

年度別事業費

　　平成27年度　　　本工事、、用地補償費等、工事発注支援 １式

【第８回申請】

【第11回申請】

【今回申請】

【第12回申請】
　　平成27年度　　　用地補償費等、工事発注支援(用地交渉) １式 1,392 千円

90,276

　　平成29年度　　　本工事、工事発注支援

２号集落道 ( 新 設 )：W=4.0m、H=3.0m L= 170 ｍ

交付団体 南三陸町 事業実施主体（直接/間接） 南三陸町（直接）
総交付対象事業費 180,525 千円 全体事業費 192,925 千円
事業概要
【対象地区】　藤浜地区

【整備内容】
　（１）漁業集落道整備 １号集落道 (一部改良)：既存W=3.0m→W=4.0m L=20m×4箇所L= 80 ｍ

　藤浜地区は宮城県南三陸町にある第１種藤浜漁港の背後集落であり、ワカメ・ホヤなどの海面養殖中心
に漁業が盛んな地区である。しかし、東日本大震災の津波により壊滅的な被害を受けている。
　現在、集落の復興に向けて努力が続けられているが、復興にあたっては、安全・安心さらに快適で災害に
強いまちづくりを目指しており、本事業による漁業集落道整備、防災安全施設整備、土地利用高度化再編
整備により、生活・生産基盤を整備し集落及び漁業の復興を進めるものである。

（様式１－３）

南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等個票
平成28年 2月時点

NO. 117 事業名 漁業集落防災機能強化事業（藤浜地区） 事業番号 C-5-15

　（２）防災安全施設整備 １号避難路 ( 改 良 )：既存W=1.5m→W=2.0m L= 100 ｍ

　（３）土地利用高度化再編整備 水産関係用地　H=1.0m A= 3,200 ㎡

非常用照明灯 １ 基

-12,400千円水産関係用地(1,000㎡)

避難標識 １ 基

　　平成28年度　　　本工事、用地補償費等、工事発注支援

千円

　　平成26年度　　　用地測量、測量設計、工事発注支援 １式 17,969 千円



平成28年度事業実施に伴う見直しの概要

当初事業費
計画変更による比較増減 集落道

見直し後全体事業費

項　　　　　目 事　業　費 今回申請 摘　　要
95,020千円 20,593千円
1,000千円 1,000千円
96,020千円 21,593千円

【第12回申請】

【第11回申請】
　　平成27年度　　　用地補償費等、工事発注支援(用地交渉) １式 11,049 千円

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 合　計

東日本大震災の被害の関係

交付対象事業費 21,593 21,593

年度別事業費

寺浜地区では、東日本大震災の地震・津波により住宅や水産関係施設に甚大な被害を受けたが、
漁業活動の再開等が進められているところである。本事業は、住宅の高台移転や漁業活動の本格
再開等を念頭に置いて、安心して暮らし続けられる漁業集落の整備を行うものである。

【第８回申請】
　　平成26年度　　　用地測量、測量設計、工事発注支援 １式 10,999 千円

（「南三陸町震災復興計画」P.60-61記載）
当面の事業概要
　　平成28年度　　　本工事１式、用地補償費等１式、工事発注支援

　　平成27年度　　　本工事、工事発注支援 １式 52,379 千円

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。
関連する基幹事業
　　事業番号
基幹事業との関連性

関連する災害復旧事業の概要
・漁港施設災害復旧事業　　（防波堤、物揚場、船揚場等）
・海岸保全施設災害復旧事業（海岸防潮堤の整備）

　（３）土地利用高度化再編整備 水産関係用地　H=1.0m A= 4,000 ㎡

　寺浜地区は宮城県南三陸町にある第１種寺浜漁港の背後集落であり、ワカメ・ホタテガイ等の海面養殖
を中心に漁業が盛んな地区である。しかし、東日本大震災の津波により壊滅的な被害を受けている。
　現在、集落の復興に向けて努力が続けられているが、復興にあたっては、安全・安心さらに快適で災害に
強いまちづくりを目指しており、本事業による漁業集落道整備、防災安全施設整備、土地利用高度化再編
整備により、生活・生産基盤を整備し集落及び漁業の復興を進めるものである。

　（２）防災安全施設整備 非常用照明灯 １ 基
　　　　　　　　　　　　　　　 L=60m×1箇所L= 100 ｍ

（様式１－３）

南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等個票
平成28年 2月時点

NO. 118 事業名 漁業集落防災機能強化事業（寺浜地区）

事業概要
【対象地区】　寺浜地区

事業番号 C-5-16

【今回申請】
　　平成28年度　　　本工事、用地補償費等、工事発注支援 １式 21,593 千円

交付団体 南三陸町 事業実施主体（直接/間接） 南三陸町（直接）
総交付対象事業費 96,020 千円 全体事業費 96,020 千円

【整備内容】
　（１）漁業集落道整備 １号集落道 (一部改良)：既存W=3.0m→W=4.0m L=20m×2箇所



平成28年度事業実施に伴う見直しの概要

当初事業費
計画変更による比較増減

見直し後全体事業費

　　平成28年度　　　本工事、工事発注支援 １式 26,607 千円

項　　　　　目 事　業　費 今回申請

　　平成27年度　　　本工事、工事発注支援 １式 14,287 千円

【今回申請】

摘　　要

【第11回申請】
　　平成26年度　　　用地測量、測量設計、工事発注支援

　　平成27年度　　　用地補償費等 １式 697 千円

１式 27,950 千円

【第12回申請】

交付団体 南三陸町 事業実施主体（直接/間接） 南三陸町（直接）
総交付対象事業費 69,541 千円 全体事業費 69,541 千円

（うち拡幅部　W=4.0m、H=1.0m、L=20m×2箇所）

事業概要
【対象地区】　袖浜地区

【整備内容】
　（１）漁業集落道整備 １号集落道 ( 改良 )：既存W=3.0m

L= 150 ｍ

　　袖浜地区は宮城県南三陸町にある第２種志津川漁港の背後集落であり、カキ・ワカメなどの海面養殖
を中心に漁業が盛んな地区である。しかし、東日本大震災の津波により壊滅的な被害を受けている。
　現在、集落の復興に向けて努力が続けられているが、復興にあたっては、安全・安心さらに快適で災害に
強いまちづくりを目指しており、本事業による漁業集落道整備、防災安全施設整備により、生活・生産基盤
を整備し集落及び漁業の復興を進めるものである。

（様式１－３）

南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等個票
平成28年 2月時点

NO. 124 事業名 漁業集落防災機能強化事業（袖浜地区） 事業番号 C-5-18

　（２）防災安全施設整備 １号避難路 ( 新 設 )：W=2.0m　階段 L= 30 ｍ

非常用照明灯 3 基
２号避難路 ( 新 設 )：W=2.0m L= 100 ｍ

避難標識 2 基
【第９回申請】

年度別事業費

26,607
24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 合　計

26,607

69,541千円 26,607千円

69,541千円 26,607千円

　　事業番号

交付対象事業費

（「南三陸町震災復興計画」P.60-61記載）

基幹事業との関連性

関連する災害復旧事業の概要
・漁港施設災害復旧事業　　（防波堤、物揚場、船揚場等）
・海岸保全施設災害復旧事業（海岸防潮堤の整備）

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。

　袖浜地区では、東日本大震災の地震・津波により住宅や水産関係施設に甚大な被害を受けた
が、住宅の再建や漁業活動の再開等が進められているところである。本事業は、住宅の高台移転
や漁業活動の本格再開等を念頭に置いて、安心して暮らし続けられる漁業集落の整備を行うもの
である。

当面の事業概要
　　平成28年度　　　本工事１式、工事発注支援

東日本大震災の被害の関係

関連する基幹事業



平成28年度事業実施に伴う見直しの概要

当初事業費
計画変更による比較増減 集落道

見直し後全体事業費
2,000千円 2,000千円

147,090千円 83,253千円

【第12回申請】
　　平成27年度　　　本工事、工事発注支援

項　　　　　目 事　業　費 今回申請 摘　　要
145,090千円 81,253千円

　　平成28年度　　　本工事、用地補償費等、工事発注支援 １式

【対象地区】　林・大久保地区

【整備内容】
　（１）漁業集落道整備 １号集落道 ( 改 良 )：既存W=3.5m→W=4.0m L= 60

2,620 千円
【第11回申請】

ｍ

　林・大久保地区は宮城県南三陸町にある第２種志津川漁港の背後集落であり、カキ・ワカメ等の海面養
殖などを中心に漁業が盛んな地区である。しかし、東日本大震災の津波により壊滅的な被害を受けてい
る。
　現在、集落の復興に向けて努力が続けられているが、復興にあたっては、安全・安心さらに快適で災害に
強いまちづくりを目指しており、本事業による漁業集落道整備、防災安全施設整備、土地利用高度化再編

２号集落道 (一部改良)：既存3.5m→W=4.0m、H=1.0m
L= 100 ｍ

交付団体 南三陸町 事業実施主体（直接/間接） 南三陸町（直接）
総交付対象事業費 147,090 千円 全体事業費 147,090 千円
事業概要

（様式１－３）

南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等個票
平成28年 2月時点

NO. 125 事業名漁業集落防災機能強化事業（林・大久保地区） 事業番号 C-5-19

            L=20m×3箇所；L=40m×1箇所

２号避難路 ( 改 良 )：既存W=2.0m L= 70 ｍ
　（２）防災安全施設整備 １号避難路 ( 新 設 )：W=2.0m L= 100 ｍ

避難標識 ２ 基
非常用照明灯 ３ 基

・海岸保全施設災害復旧事業（海岸防潮堤の整備）

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。

年度別事業費

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 合　計

１式 千円

　林・大久保地区では、東日本大震災の地震・津波により住宅や水産関係施設に甚大な被害を受けたが、
住宅の再建や漁業活動の再開等が進められているところである。本事業は、住宅の高台移転や漁業活動
の本格再開等を念頭に置いて、安心して暮らし続けられる漁業集落の整備を行うものである。

83,253
（「南三陸町震災復興計画」P.60-61記載）

当面の事業概要
　　平成28年度　　　本工事１式、用地補償費等１式、工事発注支援

東日本大震災の被害の関係

交付対象事業費 83,253

関連する基幹事業
　　事業番号
基幹事業との関連性

関連する災害復旧事業の概要
・漁港施設災害復旧事業　　（防波堤、物揚場、船揚場等）

83,253 千円
【今回申請】

　（３）土地利用高度化再編整備 水産関係用地　H=1.0m A= 3,600

　　平成27年度　　　用地補償費等 １式

１式 18,054 千円

㎡

43,163
【第９回申請】
　　平成26年度　　　用地測量、測量設計、工事発注支援



平成28年度事業実施に伴う見直しの概要

当初事業費
物価変動による比較増減 H26からの物価変動
計画変更による比較増減 避難路(用地補償等)

見直し後全体事業費
520千円 520千円

　　平成28年度　　　本工事、工事発注支援 １式 34,035 千円

項　　　　　目 事　業　費 今回申請 摘　　要
151,496千円 26,442千円
-6,688千円 7,073千円

34,035

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。
関連する基幹事業
　　事業番号

　泊浜・稲淵・館浜地区では、東日本大震災の津波により集落内の住宅の約半数と漁具倉庫・作業場
等の水産関係施設のほぼ全てが流出した。本事業は、住宅の高台移転や漁業活動の本格再開に向けた
取り組みと連携して、集落の生産・生活環境を復興し、安心して暮らし続けられる漁業集落の整備を
実現するものである。
関連する災害復旧事業の概要
・漁港施設災害復旧事業　　（防波堤、物揚場、船揚場等）

基幹事業との関連性

・海岸保全施設災害復旧事業（海岸防潮堤の整備）

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 合　計
年度別事業費

東日本大震災の被害の関係

34,035
（「南三陸町震災復興計画」P.60-61記載）
当面の事業概要
　　平成28年度　　本工事１式、工事発注支援

交付対象事業費

　　平成26年度　　　用地測量、測量設計、工事発注支援 １式 39,505千円
　　平成27年度　　　用地取得等、本工事、工事発注支援 １式 45,740千円
【今回申請】

【第10回申請】
避難標識 N= 8 基
非常用照明灯 N= 9 基
５号避難路 (新設)：W=2.0m　階段 L= 70 ｍ
４号避難路 (新設)：W=2.0m　階段 L= 40 ｍ
３号避難路 (新設)：W=2.0m L= 30 ｍ
２号避難路 (新設)：W=2.0m　階段 L= 50 ｍ
１号避難路 (改良)：W=2.0m L= 100 ｍ

（様式１－３）
南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等個票

平成28年 2月時点

NO. 129 事業名漁業集落防災機能強化事業（泊浜・稲淵・館浜地区） 事業番号 C-5-20
交付団体 南三陸町 事業実施主体（直接/間接） 南三陸町（直接）
総交付対象事業費 119,280千円 全体事業費 145,328千円

１号排水路 (改良)：W=1.0m、D=1.0m（沈下分）開渠L= 200 ｍ

事業概要
【対象地区】　泊浜・稲淵・館浜地区
　泊浜・稲淵・館浜地区は宮城県南三陸町にある第２種泊漁港、第１種稲淵漁港及び館浜漁港の背後
集落であり、カキ・ワカメを中心とした海面養殖業、大型定置などが営まれている水産業が盛んな地
区である。しかし東日本大震災の津波により壊滅的な被害を受けている。現在、集落の復興に向けて
努力が続けられているが、復興にあたっては、安全・安心さらに快適で災害に強いまちづくりを目指
しており、本事業による防災安全施設整備により、生活・生産基盤を整備し集落及び漁業の復興を進
めるものである。

【整備内容】
　（１）防災安全施設整備

145,328千円 34,035千円

【今後の予定】
　　平成29年度　　　本工事、工事発注支援 １式 26,048 千円



平成28年度事業実施に伴う見直しの概要

当初事業費
物価変動による比較増減 H26からの物価変動
計画変更による比較増減
既配分済減 2号避難路

見直し後全体事業費

東日本大震災の被害の関係

65,356
（「南三陸町震災復興計画」P.60-61記載）
当面の事業概要
　　平成28年度　　本工事１式、工事発注支援

242,345千円 65,356千円

【今後の予定】

交付対象事業費 65,356
25年度

基幹事業との関連性

・海岸保全施設災害復旧事業（海岸防潮堤の整備）

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。
関連する基幹事業
　　事業番号

　在郷・波伝谷地区では、東日本大震災の津波により集落内の住宅及び漁具倉庫・作業場等の水産関
係施設のほぼ全てが流出した。本事業は、住宅の高台移転や漁業活動の本格再開に向けた取り組みと
連携して、集落の生産・生活環境を復興し、安心して暮らし続けられる漁業集落の整備を実現するも
のである。
関連する災害復旧事業の概要
・漁港施設災害復旧事業　　（防波堤、物揚場、船揚場等）

26年度 27年度 28年度 29年度 合　計
年度別事業費

　　平成26年度　　　用地測量、測量設計、工事発注支援 １式 41,029千円
　　平成27年度　　　用地取得等、本工事、工事発注支援 １式 131,774千円
【今回申請】

A= 8,500 ㎡
水産関係用地 H=1.0m A= 3,500 ㎡

【第10回申請】

　（２）土地利用高度化再編整備
水産関係用地 H=0.0m

避難標識 N= 4 基
非常用照明灯 N= 3 基
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（様式１－３）
南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等個票

平成28年 2月時点

NO. 131 事業名漁業集落防災機能強化事業（在郷・波伝谷地区） 事業番号 C-5-22

ｍ
１号避難路 (新設)：W=2.0m L= 200 ｍ

-4,186千円

交付団体 南三陸町 事業実施主体（直接/間接） 南三陸町（直接）
総交付対象事業費 238,159千円 全体事業費 242,345千円
事業概要
【対象地区】　在郷・波伝谷地区
　在郷・波伝谷地区は宮城県南三陸町にある第２種波伝谷漁港の背後集落であり、カキ・ワカメを中
心とした海面養殖業、大型定置などが営まれている水産業が盛んな地区である。しかし東日本大震災
の津波により壊滅的な被害を受けている。現在、集落の復興に向けて努力が続けられているが、復興
にあたっては、安全・安心さらに快適で災害に強いまちづくりを目指しており、本事業による漁業集
落道整備、防災安全施設整備、土地利用高度化再編整備により、生活・生産基盤を整備し集落及び漁
業の復興を進めるものである。
【整備内容】
　（１）防災安全施設整備

２号避難路 (新設)：W=2.0m L=

4,186 千円

　　平成28年度　　　本工事、工事発注支援 １式

　　平成29年度　　　本工事、工事発注支援 １式

65,356 千円

項　　　　　目 事　業　費 今回申請 摘　　要
232,826千円 60,023千円
9,519千円 9,519千円



（様式１－３）

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。

№ 27 事業名 事業番号 事業番号

交付団体 事業実施主体（直接/間接）

年度別事業費

交付対象事業費

　被災した漁港において、災害復旧事業による漁港施設（防波堤、防潮堤、護岸、物揚場、船揚場、道路、離岸堤）の復旧と連携
して、地盤沈下した漁業作業用用地の嵩上げ、舗装等を行い、漁港機能の速やかな回復を図る。
　
【前回までの実施】
　　○漁業用施設用地の嵩上げ　1m程度　面積 5,950㎡　（事業費　28,209千円）
【今回申請】
　交付済み対象事業費30,277千円－全体事業費36,093千円(次回申請分1,250千円を含む)　＝　△5,816千円
∴5,816千円－1,250千円＝4,566千円【今回申請額】
○漁業用施設用地の嵩上げ　1m程度　面積 800㎡
　　　　コンクリート舗装　　　　　　　面積250㎡　　　　　　　 （事業費　6,634千円）

　
【次回申請】
　　○漁業用施設用地の嵩上げ　1m程度　面積 300㎡　（事業費　1,250千円）
（参考：漁港の概要　平成２５年港勢調査）
○第１種漁港(管理者：南三陸町）　○経営体数　２７　　○漁船数　登録　３０隻　利用　３０隻
○水産物　漁獲　０．０ｔ　養殖　２２．０ｔ　　○主な水産物等　わかめ等

南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等（南三陸町交付分）個票

平成28年2月時点

漁港施設機能強化事業（②田浦漁港） Ｃ-6-2

宮城県 南三陸町（間接）

総交付対象事業費 34,843（千円） 全体事業費 36,093（千円）

事業概要

２９年度

関連する災害復旧事業の概要

4,566

（南三陸町震災復興計画51・63・73頁記載）

当面の事業概要

被害の状況

　○災害査定結果　９箇所　2,122,286千円（防波堤、防潮堤、護岸、物揚場、船揚場、道路）
　○共同利用施設（水産物加工作業所）　１棟　流出

＜平成２４～２５年度＞
　　　盛土工、舗装工、取壊工、排水工
＜平成２６年度＞
　　　盛土工
＜平成２８年度＞
　　　盛土工、舗装工
＜平成２９年度＞
　　　盛土工

合計

4,566

基幹事業との関連性

　○漁港施設（防波堤、防潮堤、護岸、物揚場、船揚場、道路）　９箇所　2,122,286千円
　　　　　　　内　平成２４年度～平成２５年度　護岸、物揚場、道路
　　　　　　　　　 平成２５年度～平成２７年度　防波堤、護岸、船揚場
　○海岸施設災害復旧事業（防潮堤）については、測量設計中であり平成27年度より工事を実施する予定。

関連する基幹事業

事業番号

事業名

交付団体

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度



（様式１－３）

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。

№ 29 事業名 事業番号

交付団体 事業実施主体（直接/間接）

年度別事業費

交付対象事業費

　被災した漁港において、災害復旧事業による漁港施設（防波堤、物揚場、道路、船揚場、町向船揚場、消波
堤、防潮堤）の復旧と連携して、地盤沈下した漁業作業用用地の嵩上げ、舗装等を行い、漁港機能の速やかな
回復を図る。
　
【前回までの実施】
　　○漁業用施設用地の嵩上げ　　　　面積 1,700㎡
　　○漁業用施設用地の舗装復旧　 　面積 1,190㎡
　　○漁業用施設用地の排水復旧　　 延長   103m
　　○漁業用施設用地の取壊し　　　　　　　　　一式　　（事業費　10,036千円）
　
【今回申請】交付済対象事業費12,815千円-全体事業費15,038千円＝△2,223千円
　　○漁業用施設用地の舗装復旧　　　　　 面積   158㎡
　　○漁業用施設用地の排水復旧　　             　  一式
　　　　舗装工・排水工 （事業費　5,002千円）
(寄木漁港は、災害復旧事業の物揚場・道路復旧工事が完了し、漁業活動を再開していますので、用地でのワカ
メのボイルなどの作業を行うため、漁業者より早期の原形復旧の要望がなされ、漁業活動を震災前と同様に行う
ためには、第１４回申請においてｺﾝｸﾘｰﾄ舗装・水路復旧費を申請し、早期の原形復旧を行いたい。)
　
　
（参考：漁港の概要　平成２５年港勢調査）
○第１種漁港(管理者：南三陸町）　○経営体数　５６　　○漁船数　登録　１５隻　利用　１５隻
○水産物　　養殖　７７．０ｔ　　○主な水産物等　わかめ等

南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等（南三陸町交付分）個票

平成28年2月時点

漁港施設機能強化事業（④寄木漁港） Ｃ-6-4

宮城県 南三陸町（間接）

事業概要

総交付対象事業費 15,038（千円） 全体事業費 15,038（千円）

合計２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度

関連する災害復旧事業の概要

2,223 2,223

（南三陸町震災復興計画51・63・73頁記載）

当面の事業概要

＜平成２４～２６年度＞
　　　盛土工、舗装工、排水工、取壊工

＜平成２８年度＞
　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工、排水工

被害の状況

　○災害査定結果　７箇所　1,821,322千円（防波堤、物揚場、道路、船揚場、町向船揚場、消波堤、防潮堤）
　○共同利用施設（水産物加工作業所）　１棟　流出

交付団体

基幹事業との関連性

　○漁港施設（防波堤、物揚場、道路、船揚場、町向船揚場、消波堤、防潮堤）　７箇所　1,821,322千円
　　　　　　　内　平成２４年度～平成２５年度　物揚場、道路
　　　　　　　　　 平成２５年度～平成２７年度　防波堤、道路、、船揚場、町向船揚場、消波堤
　○海岸施設災害復旧事業（防潮堤）については、測量設計中であり平成28年度より工事を実施する予定。

関連する基幹事業

事業番号

事業名



（様式１－３）

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。

№ 30 事業名 事業番号

交付団体 事業実施主体（直接/間接）

年度別事業費

交付対象事業費

交付団体

基幹事業との関連性

　○漁港施設（韮浜防波堤、西田防波堤、韮浜物揚場、物揚場、道路、韮浜船揚場、西田船揚場、防潮堤）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８箇所　1,419,386千円
　　　　　　　内　平成２４年度～平成２５年度　物揚場、道路
　　　　　　　　　 平成２５年度～平成２７年度　韮浜防波堤、西田防波堤、物揚場、韮浜船揚場、西田船揚場
　○海岸施設災害復旧事業（防潮堤）については、測量設計中であり平成28年度より工事を実施する予定。

関連する基幹事業

事業番号

事業名

関連する災害復旧事業の概要

10,407 10,407

（南三陸町震災復興計画51・63・73頁記載）

当面の事業概要

＜平成２４～２６年度＞
　　　盛土工、舗装工、排水工、構造物撤去工

＜平成２８年度＞
　　　盛土工、舗装工、排水工、構造物撤去工

被害の状況

　○災害査定結果　８箇所　1,419,386千円（韮浜防波堤、西田防波堤、韮浜物揚場、韮浜物揚場、韮浜船揚場、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西田船揚場、道路、防潮堤）
　○共同利用施設（水産物加工作業所）　１棟　流出

合計２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度

　被災した漁港において、災害復旧事業による漁港施設（韮浜防波堤、西田防波堤、韮浜物揚場、道路、韮浜船揚
場、西田船揚場、防潮堤）の復旧と連携して、地盤沈下した漁業作業用用地の嵩上げ、舗装、排水等を行い、漁港
機能の速やかな回復を図る。
　
【前回までの実施】
　　○漁業用施設用地の嵩上げ　　　　面積 1,650㎡
　　○漁業用施設用地の舗装復旧　 　面積　 393㎡
　　○漁業用施設用地の排水復旧　　 　　　　 一式
　　○漁業用施設用地の取壊し　　　　　　　　　一式　　（事業費　12,363千円）
【今回申請】交付済対象事業費24,367千円-全体事業費34,774千円＝△10,407千円
　　○漁業用施設用地の嵩上げ　　　　　　　面積　 1,200㎡
　　○漁業用施設用地の舗装復旧　　　　　 面積   1,200㎡
　　○漁業用施設用地の排水復旧　　               一式
　　○漁業用施設用地の取壊し　　　　　　　　　　　 一式
　　盛土工・舗装工・排水工・構造物撤去工 （事業費　22,411千円）
(韮浜漁港は、災害復旧事業の物揚場・道路復旧工事が完了し、漁業活動を再開していますので、用地でのワカメ
のボイルなどの作業を行うため、漁業者より早期の原形復旧の要望がなされ、漁業活動を震災前と同様に行うため
には、第１４回申請において盛土・ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装・水路復旧費を申請し、早期の原形復旧を行いたい。)
　
　
（参考：漁港の概要　平成２５年港勢調査）
○第１種漁港(管理者：南三陸町）　○経営体数　５８　　○漁船数　登録　１５隻　利用　１５隻
○水産物　　養殖　１９１．０ｔ　　○主な水産物等　わかめ等

南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等（南三陸町交付分）個票

平成28年2月時点

漁港施設機能強化事業（⑤韮浜漁港） Ｃ-6-5

宮城県 南三陸町（間接）

事業概要

総交付対象事業費 34,774（千円） 全体事業費 34,774（千円）



（様式１－３）

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。

№ 32 事業名 事業番号

交付団体 事業実施主体（直接/間接）

年度別事業費

交付対象事業費

　被災した漁港において、災害復旧事業による漁港施設（防波堤、物揚場、船揚場、道路）の復旧と連携して、地
盤沈下した漁業作業用用地の嵩上げ、舗装等を行い、漁港機能の速やかな回復を図る。
【前回までの実施】
　　○漁業用施設用地の嵩上げ　　 面積 3,600㎡
　　○漁業用施設用地の舗装復旧　面積   247㎡
　　○漁業用施設用地の取壊し　　　　　　　　一式   　排水工　　Ｌ＝５９ｍ　   （事業費　11,110千円）
【今回申請】交付済対象事業費17,384千円-全体事業費18,110千円＝△726千円
　　○漁業用施設用地の舗装復旧　面積 1,250㎡                                      (事業費  　7,000千円）
(荒砥漁港は、H24～26年度で用地嵩上げ工事は完了しましたが、用地でのワカメのボイルなどの作業を行うた
め、漁業者より早期の原形復旧の要望がなされた。以上の理由により、漁業活動を震災前と同様に行うために
は早期の原形復旧が不可欠であることから、第１４回申請においてｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧費を申請し、早期の原形復
旧を行いたい。）

　（参考：漁港の概要　平成２５年港勢調査）
○第１種漁港(管理者：南三陸町）　○経営体数　57　　○漁船数　登録　21隻　利用　21隻
○水産物　　養殖　74.5ｔ　　○主な水産物等　わかめ等
　

南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等（南三陸町交付分）個票

平成28年2月時点

漁港施設機能強化事業（⑦荒砥漁港） Ｃ-6-７

宮城県 南三陸町（間接）

事業概要

総交付対象事業費 18,110（千円） 全体事業費 18,110（千円）

合計２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度

関連する災害復旧事業の概要

726 726

（南三陸町震災復興計画51・63・73頁記載）

当面の事業概要

＜平成２４～２６年度＞
　　　盛土工、舗装工、取壊工、排水工

＜平成２８年度＞
　　　舗装工、路盤工

被害の状況

　○災害査定結果　９箇所　１，０３３，８８５千円（防波堤、防潮堤、護岸、胸壁、物揚場、船揚場、道路）

交付団体

基幹事業との関連性

　○漁港施設（防波堤、護岸、物揚場、船揚場、道路）　９箇所　1,033,885千円
　　　　　　　内　平成２４年度～平成２５年度　物揚場、道路
　　　　　　　　　 平成２５年度～平成２７年度　防波堤、護岸、船揚場
　○海岸施設災害復旧事業（防潮堤）については、地権者と協議中であり平成28年度より工事を実施する予
　 　定。

関連する基幹事業

事業番号

事業名



（様式１－３）

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。

№ 35 事業名 事業番号

交付団体 事業実施主体（直接/間接）

年度別事業費

交付対象事業費

関連する災害復旧事業の概要

交付団体

被害の状況

　○災害査定結果　５箇所　　　130,279千円（防波堤、護岸、突堤、物揚場、船揚場、道路）

1,448 1,448

（南三陸町震災復興計画51・63・73頁記載）

当面の事業概要

＜平成２４～２６年度＞
　　　盛土工

＜平成２８年度＞
　　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

基幹事業との関連性

　○漁港施設（防波堤、護岸、突堤、物揚場、船揚場、道路）　５箇所　130,279千円（平成２４年度～実施）
　　　　　　　内　平成２４年度～平成２５年度　物揚場、道路、突堤
　　　　　　　　　 平成２５年度～平成２７年度　防波堤、護岸、船揚場
　○農山漁村地域交付金事業（防潮堤）については、地権者と協議中であり平成27年度より工事を実施する予
　 　定。

関連する基幹事業

事業番号

事業名

合計２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度

　被災した漁港において、災害復旧事業による漁港施設（防波堤、護岸、突堤、物揚場、船揚場、道路）の復旧と
連携して、地盤沈下した漁業用施設用地の嵩上げ、舗装等を行い、漁港機能の速やかな回復を図る。
　
【前回までの実施】
○漁業用施設用地の嵩上げ　　面積 1,164㎡   （事業費　2,957千円）

　【今回実施】交付済対象事業費3,714千円-全体事業費5,162千円＝△1,448千円
○漁業用施設用地の舗装復旧　　面積　326㎡　（事業費　2,205千円）
(藤浜漁港は、災害復旧事業の物揚場・道路復旧工事が完了し、漁業活動を再開していますので、用地でのワカ
メのボイルなどの作業を行うため、漁業者より早期の原形復旧の要望がなされ、漁業活動を震災前と同様に行う
ためには、第１４回申請においてｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧費を申請し、早期の原形復旧を行いたい。）
　
　
　（参考：漁港の概要：平成２２年度港勢調査）
○第１種漁港（管理者：南三陸町）　○経営体数　18　○漁船数　登録5隻　利用5隻
○水産物　漁獲0.1t　　養殖8.0ｔ　○主な水産物等　かき、わかめ等

南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等（南三陸町交付分）個票

平成28年2月時点

漁港施設機能強化事業（⑩藤浜漁港） C-6-10

宮城県 南三陸町（間接）

事業概要

総交付対象事業費 5,162（千円） 全体事業費 5,162（千円）



（様式１－３）

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。

№ 38 事業名 事業番号

交付団体 事業実施主体（直接/間接）

年度別事業費

交付対象事業費

交付団体

基幹事業との関連性

　○漁港施設（防波堤、護岸、物揚場、船揚場、道路）　５箇所　227,156千円
　　　　　　　内　平成２４年度～平成２５年度　物揚場、道路
　　　　　　　　　 平成２５年度～平成２７年度　防波堤、護岸、船揚場、道路
　○農山漁村地域交付金事業（防潮堤）については、地権者と協議中であり平成28年度より工事を実施する予
　 　定。

関連する基幹事業

事業番号

事業名

関連する災害復旧事業の概要

11,846 11,846

（南三陸町震災復興計画51・63・73頁記載）

当面の事業概要

＜平成２４～２６年度＞
　　　盛土工、舗装工、取壊工

＜平成２８年度＞
　　　盛土工、舗装工、取壊工

被害の状況

　○災害査定結果　５箇所　227,156千円（防波堤、護岸、物揚場、船揚場、道路）
　○共同利用施設（水産物加工作業所）　１棟　破損

合計２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度

　被災した漁港において、災害復旧事業による漁港施設（防波堤、護岸、物揚場、船揚場、道路）の復旧と連携し
て、地盤沈下した漁業作業用用地の嵩上げ、舗装等を行い、漁港機能の速やかな回復を図る。
　
【前回までの実施】
　　○漁業用施設用地の嵩上げ　　 面積 1,350㎡
　　○漁業用施設用地の舗装復旧　面積 1,642㎡
　　○漁業用施設用地の取壊し　　　　　　　　一式　　   （事業費　7,901千円）
　
【今回申請】 交付済対象事業費 9,847千円－全体事業費 21,693千円＝△11,846千円
　　○漁業用施設用地の嵩上げ　　 面積 730㎡
　　○漁業用施設用地の舗装復旧　面積 730㎡
　　○漁業用施設用地の取壊し　　　面積 730㎡　　    （事業費　13,792千円）
　(館浜漁港災害復旧事業の船揚場・道路復旧工事が発注され背後の用地を利用し船揚場を設置する予定であ
りましたが、漁業者より船揚場背後地用地での漁業活動の要望がなされ、震災前と同様に行うためには原形復
旧が不可欠であることから、第１４回申請において、再度、不足分の盛土・ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装・構造物撤去費を申請し、
早期の原形復旧を行いたい。）
　
　（参考：漁港の概要　平成２５年港勢調査）
○第１種漁港(管理者：南三陸町）　○経営体数　３６　　○漁船数　登録　１９隻　利用　１９隻
○水産物　　養殖　８０．０ｔ　　○主な水産物等　わかめ等

南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等（南三陸町交付分）個票

平成28年2月時点

漁港施設機能強化事業（⑬館浜漁港） Ｃ-6-13

宮城県 南三陸町（間接）

事業概要

総交付対象事業費 21,693（千円） 全体事業費 21,693（千円）



（様式１－３）

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。

№ 150 事業名 事業番号

交付団体 事業実施主体（直接/間接）

年度別事業費

交付対象事業費

交付団体

基幹事業との関連性

事業名

宮城県さけ・ます生産地震災復旧支援緊急事業（平成２３年７月）
事業費　32,200千円（設計・施工監理費込）補助額　21,466千円（補助率 国2/3）（水尻ふ化場）
復興交付金Ｃ－７－２事業(小森ふ化場)

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。

関連する基幹事業

事業番号

２７年度 ２８年度

（南三陸町震災復興計画73頁記載）

当面の事業概要

関連する災害復旧事業の概要

97,807

≪被害の状況≫
　津波により、町内に４か所あったシロサケふ化施設が被災した（稚魚池42本・被害額1,525百万円）。
　現在は水尻ふ化場（被害額618百万円）のみ最低限の緊急復旧を行い、5,000千尾規模で放流事業を継続して
いる。　それ以外のふ化場では、27年度9月に小森ふ化場が完成し、目標最低放流数10,000千尾に対しての、放
流数を飼育する体制は整ったが、水尻ふ化場の移転計画により、町の水産業上最重要魚種であるシロザケ水揚
量の確保に向け、早急な施設移転の達成が求められている。

＜平成28年度＞
ふ化場建設工事

東日本大震災の被害との関係

９７，８０７（千円）

事業概要

合計２４年度

　南三陸町地方卸売市場の水揚げ金額の５割以上を占めるシロサケの放流に必要なふ化場を再建する。
　震災前は町内３河川に隣接した４施設（飼育池４２面）で合計約12,000千尾の稚魚の放流を行ってきた。
　震災により、すべての施設が被災したため、水尻ふ化場のみを緊急復旧して事業の継続を図りながら震災前
水準のふ化放流数確保の道を探ってきた。その結果、事業の要となる水源等の問題から、水尻ふ化場に加え小
森ふ化場を新設復旧することにより、合計10,000千尾規模の放流数を達成する施設整備を実施した。
　今回、緊急復旧し稼働していた水尻ふ化場が河川堤計画により移転するのに合わせて、小森ふ化場と同様の
効率的かつ衛生的な種苗生産体制を整えることで、シロサケ回帰率の向上に寄与し、南三陸町地方卸売市場の
水揚げの６割を占めるシロサケ水揚げ量の安定的な確保を目指す。
＜事業期間＞平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日
＜今回申請事業費＞
全体事業費471,861千円－移転に伴う補助費374,054千円＝97,807千円
○施設整備概要
　　・自動池清掃装置
　　・アスファルト舗装
　　・遠方監視設備
　【参考】緊急復旧で復旧（一部未復旧）し、県の移転補償で整備するもの
　　・飼育池（15m×2m　18本、防食塗装）
　　・管理棟（休憩室、物品庫、）　※現在使用の物を移設
　　・井戸・給排水設備・トイレ
　　・ふ化槽、貯水タンク　※現在使用の物を移設

総交付対象事業費 ９７，８０７（千円） 全体事業費

２５年度 ２６年度

南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等（南三陸町交付分）個票

平成28年2月

水尻ふ化場整備事業 C-7-4

南三陸町 南三陸町（直接）



（様式１－３）

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。
№ 46 事業名 事業番号

交付団体 事業実施主体（直接/間接）

総交付対象事業費

年度別事業費

交付対象事業費

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。

関連する基幹事業

事業番号

事業名

交付団体

基幹事業との関連性

関連する災害復旧事業の概要

300,000 300,000 

（南三陸町震災復興計画 60頁記載）

当面の事業概要

(平成24・25・26・27年度）・測量調査　L=2,700m　 ・地質調査　4個所　・道路予備設計　L=2,700m　2橋
道路詳細設計　L=2,700m　2橋　 ・用地測量　A=7.8ha　・立木調査　A=7.8ha・用地買収　A=7.2ha、物件補償
1式
（平成26年度～）・道路築造工事　L=2,700m

東日本大震災の被害との関係

　東日本大震災の被害が極めて甚大であったため、復興計画に基づき高台に3か所に住宅団地や公益的施
設を集約し、まちの拠点となる地区の形成を進めるものであるが、それぞれの地区を連絡する地区幹線道路
を早期に整備し、志津川市街地全体の交通機能や津波に対する安全性の向上を図る必要がある。

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 合計（千円）

南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等（南三陸町交付分）個票

平成28年2月時点

道路事業（復興拠点連絡道路） D-1-2

南三陸町 南三陸町（直接）

2,661,637（千円） 全体事業費
 2,686,298（千円）
3,087,298（千円）

事業概要

【対象地区】志津川地区
　南三陸町復興計画志津川市街地で計画している防災集団移転促進事業及び津波復興拠点事業の3か所
の高台住宅地等を結ぶ幹線道路を整備する。復興拠点連絡道路の整備により、志津川地区全体の機能強化
と津波に対する安全性の向上を図る。
【整備内容】
　道路延長Ｌ＝2,700m、幅員W=12m　【歩道2.5m+路肩0.5m+車道3.0m）×2】
【配分状況】
　平成24～26年度
　　測量・調査・予備設計 ：   110,064千円
　　詳細設計　　　　 　 　　：   111,176千円
　　用地買収・補償費 　　：   102,058千円
  　工事費                    ： 2,038,339千円      配分済額合計：2,361,637千円
【今回申請】
　　平成28年度 工事費  　300,000千円
【今後の予定】
　　平成28年度～　津波復興拠点及び防災集団移転促進事業における宅地供給に応じた道路供用開始



（様式１－３）

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。

№ 65 事業名 事業番号

交付団体 事業実施主体（直接/間接）

年度別事業費 

交付対象事業費

（南三陸町震災復興計画　　60頁記載)

南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等（南三陸町交付分）個票

平成28年2月時点

D-1-3

南三陸町 南三陸町（直接）

道路事業（高台接続道路）

総交付対象事業費 136,177(千円） 全体事業費 141,722(千円）

事業概要

【対象地区】歌津地区（田の浦）
防災集団移転促進事業（田の浦）を予定している高台団地と低地部を接続する道路を整備する。
【第4次申請内容】
・用地取得　　　　Ａ＝5,360㎡
・立木補償　　　　Ａ＝4,160㎡
・測量調査　　　　Ｌ＝268ｍ
・道路実施設計　Ｌ＝268ｍ
・道路築造工事　Ｌ＝268ｍ
【第12次申請内容】
全体事業費を変更し、以下の経費を申請するものとする。
・道路事業費（法面および土工量が増えたため増加した。物価上昇により人件費、資材費が向上し造成費が増加し
た。）
【事業概要】
道路延長Ｌ＝298ｍ（変更前268ｍ）、幅員Ｗ＝6.5ｍ（変更前6.5ｍ）、用地取得Ａ＝6,071㎡（変更前5,360㎡）
（事業間流用による経費の変更）（平成27年3月31日）
道路築造工事費が増額したため、D-1-10 道路事業（長清水・寺浜地区）より5,545千円（国費：4,158千円）を流用。こ
れにより、交付対象事業費は134,286千円（国費：100,714千円）から139,831千円（国費：104,873千円）に増額。
【第14次申請の内容】
全体事業費を変更し、確定測量分の経費を申請するものとする。

1,891 1,891

２７年度 合計２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度

東日本大震災の被害はきわめて甚大であり、これからの復興まちづくりを進めていくにあたり、生活再建の拠点となる
高台団地と低地部を接続する道路整備を推進。

関連する災害復旧事業の概要

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。

当面の事業概要

＜平成24年度＞
・測量調査＋道路実施設計
＜平成25年度＞
・用地取得＋道路築造工事
＜平成26年度＞
・道路築造工事
＜平成2７年度＞
・確定測量

東日本大震災の被害との関係

基幹事業との関連性

関連する基幹事業

事業番号

交付団体

事業名



（様式１－３）

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。

№ 67 事業名 事業番号

交付団体 事業実施主体（直接/間接）

年度別事業費 

交付対象事業費

南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等（南三陸町交付分）個票

平成28年2月時点

D-1-5

南三陸町 南三陸町（直接）

道路事業（高台接続道路）

総交付対象事業費 251,277(千円） 全体事業費 251,277(千円）

事業概要

【対象地区】歌津地区（伊里前　中学校上）
防災集団移転促進事業（伊里前　中学校上）を予定している高台団地と低地部（国道４５号）を接続する道路を整
備する。
今回は、用地取得、立木補償、測量調査、実施設計、道路築造工事の申請を行う。
【整備内容】
道路延長Ｌ＝620ｍ、幅員Ｗ＝6.5ｍ
【第4次申請内容】
＜平成24年度＞
・用地取得　　　　Ａ＝24,800㎡
・立木補償　　　　Ａ＝19,800㎡
・測量調査　　　　Ｌ＝620ｍ
・道路実施設計　Ｌ＝620ｍ
＜平成25年度＞
・道路築造工事　Ｌ＝620ｍ
【第14次申請の内容】
掘削土工の土質の変更および確定測量等に伴う増額分として、道路築造費、道路設計費の申請を行う。

17,421 17,421

２７年度 合計２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度

東日本大震災の被害はきわめて甚大であり、これからの復興まちづくりを進めていくにあたり、生活再建の拠点と
なる高台団地と低地部を接続する道路は早期に整備する必要がある。

関連する災害復旧事業の概要

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。

当面の事業概要

＜平成24年度＞
・用地取得　Ａ＝24,800㎡　　・立木補償　Ａ＝19,800㎡　　・測量調査　Ｌ＝620ｍ　　・道路実施設計　Ｌ＝620ｍ
＜平成25年度＞
・道路築造工事　Ｌ＝620ｍ
＜平成27年度＞
・道路実施設計　・道路築造工事

東日本大震災の被害との関係

基幹事業との関連性

関連する基幹事業

事業番号

交付団体

事業名



（様式１－３）

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。

№ 68 事業名 事業番号

交付団体 事業実施主体（直接/間接）

年度別事業費 

交付対象事業費

南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等（南三陸町交付分）個票

平成28年2月時点

D-1-6

南三陸町 南三陸町（直接）

道路事業（高台接続道路）

総交付対象事業費 380,490(千円） 全体事業費 382,397(千円）

事業概要

【対象地区】歌津地区（伊里前　枡沢）
防災集団移転促進事業（伊里前　枡沢）を予定している高台団地と低地部（国道４５号）を接続する道路を整備す
る。
今回は、用地取得、立木補償、測量調査、実施設計、道路築造工事の申請を行う。
【整備内容】
道路延長Ｌ＝600ｍ、幅員Ｗ＝7.0ｍ
【第4次申請内容】
＜平成24年度＞
・用地取得　　　　Ａ＝17,400㎡
・立木補償　　　　Ａ＝12,000㎡
・測量調査　　　　Ｌ＝600ｍ
・道路実施設計　Ｌ＝600ｍ
＜平成25年度＞
・道路築造工事　Ｌ＝600ｍ
（事業間流用による経費の変更）（平成27年3月31日）
道路築造工事費が増額したため、D-1-10 道路事業（長清水・寺浜地区）より1,907千円（国費：1,430千円）を流
用。これにより、交付対象事業費は274,200千円（国費：205,650千円）から276,107千円（国費：207,080千円）に増
額。
【第14次申請の内容】
国道45号との取付け部の変更に伴う増額分として、用地取得費、道路築造費、道路設計費の申請を行う。

106,290 106,290

２７年度 合計２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度

東日本大震災の被害はきわめて甚大であり、これからの復興まちづくりを進めていくにあたり、生活再建の拠点と
なる高台団地と低地部を接続する道路は早期に整備する必要がある。

関連する災害復旧事業の概要

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。

当面の事業概要

＜平成24年度＞
・用地取得　Ａ＝17,400㎡　　・立木補償　Ａ＝12,000㎡　　・測量調査　Ｌ＝600ｍ　　・道路実施設計　Ｌ＝600ｍ
＜平成25年度＞
・道路築造工事　Ｌ＝600ｍ
＜平成27年度＞
・用地取得　・道路実施設計　・道路築造工事

東日本大震災の被害との関係

基幹事業との関連性

関連する基幹事業

事業番号

交付団体

事業名



（様式１－３）

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。

№ 148 事業名 事業番号

交付団体 事業実施主体（直接/間接）

年度別事業費

交付対象事業費

○志津川東地区での高齢者生活支援施設整備の必要性
志津川東地区は、南三陸町の中央部に位置し、役場（建設予定）、病院・総合ケアセンターが立地するなど、南
三陸町の公的機能が集中する中心的エリアであり、高齢者福祉の拠点としても構想していた地区である。当地
区に整備する災害公営住宅は、住宅内のバリアフリー化、介護のしやすい間取りの仕様としており、入居仮申込
みの結果を見ると、入居希望者の高齢化率は48.1%という高い数値を示している。このように予想される背景か
ら、本高齢者生活支援施設についても、その拠点施設として計画をしてきたところである。
志津川東地区入居希望者には、介護サービスを必要とする高齢者が多く入居することが見込まれる。また、町内
におけるデイサービス事業の定員が震災前と比較し17人少ない状況となっている。
災害公営住宅等に入居している高齢者が安心して居住し続けることができる環境の整備を図るため、デイサービ
ス施設及び生活サービス提供施設の整備主体となる民間事業者に建設費を補助するもの。
＜本事業に関連する事業＞
・災害公営住宅整備事業（志津川東地区）　D-4-3
〔第12回交付対象事業費〕14,751千円
〔第13回交付対象事業費〕8,852千円
・建築設計
〔今回交付対象事業費〕
,平成28年度実施事業　101,295千円　・工事監理（13,675千円）、建設工事（87,620千円）

南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等（南三陸町交付分）個票

平成 28年2月時点

高齢者生活支援施設等整備事業 D-4-9

南三陸町 民間（直接）

総交付対象事業費 124,898（千円） 全体事業費 260,582（千円）

事業概要

合計２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度

関連する災害復旧事業の概要

101,295 101,295

（南三陸町震災復興計画　60頁記載）

当面の事業概要

＜平成27年度＞
公募・事業者選定
補助金交付決定（建築設計費分）
＜平成28年度＞
補助金交付決定（工事監理費分、建設費分）

東日本大震災の被害との関係

東日本大震災により、全壊3,143棟、半壊及び大規模半壊178棟（平成27年3月末時点）の建物被害があり、町内
全体で738戸の災害公営住宅が必要とされている（そのうち、志津川東地区は265戸）。また、デイサービス施設
等が被災し、介護サービス等のニーズが満たされていない状況にある。災害公営住宅に高齢者生活支援施設を
併設することにより、災害公営住宅入居者を中心に志津川地区住民等に生活支援サービスを提供する。

交付団体

基幹事業との関連性

関連する基幹事業

事業番号

事業名



（様式１－３）

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。
№ 139 事業名 事業番号

交付団体 事業実施主体（直接/間接）

年度別事業費

交付対象事業費

南三陸町
　東日本大震災により住宅を失い、自立再建が難しい町民を対象に安定した生活と住宅を確保するため、町内
に災害公営住宅を整備・供給を進めており、住宅に入居する低所得者に対し、住居の安定を図るため、災害公
営住宅家賃低廉化事業を実施するものである。
　【経過】
 　 ・災害公営住宅入居仮申込み(H25年8月～9月実施)を踏まえ、平成25年12月に災害公営住宅整備計画を補
　　正済み。
　　・平成２６年８月から入谷地区（５１戸）、名足地区（３３戸）が入居を開始、枡沢地区（20戸）が平成２７年２月
か
　　ら入居を開始、平成28年2月から伊里前地区（６０戸）、平成２８年３月から戸倉地区（８０戸）が入居を開始予
定

南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等（南三陸町交付分）個票

平成28年2月時点

災害公営住宅家賃低廉化事業 D-5-1
南三陸町 南三陸町（直接）

総交付対象事業費 616,481(千円) 全体事業費 4,089,406（千円）
事業概要

合計

　【建設計画】
　　・平成26年9月に目標整備戸数を770戸を738戸に見直した。
　　・災害公営住宅の入居対象者は、東日本大震災により住宅が全壊又は半壊（修繕が難しく住宅を撤去した
　　　場合）した者とする。

　【当申請における内容】
　　・Ｈ27年度分・・H26年度入居地区（入谷、名足、枡沢）及び平成２７年度入居地区（伊里前）における家賃低廉
化事業　（今回申請131,295千円）並びにH26年度事業費精査による不足分（4,704千円）

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度

　　・Ｈ28年度分・・Ｈ26・27年度入居地区及びＨ28年度入居地区（戸倉（80戸）、志津川東（265戸）、志津川中央
（32戸）、志津川西（82戸））における家賃低廉化事業（今回申請額421,911千円）

関連する災害復旧事業の概要

135,999 421,911 557,910
（南三陸町震災復興計画 60頁記載）
当面の事業概要
＜平成26年度＞
　・平成26年度管理開始団地より災害公営住宅家賃低廉化事業を実施
＜平成27年度＞
　・平成26年度及び平成27年度管理開始団地において災害公営住宅家賃低廉化事業を実施
＜平成28年度＞
　・平成26年度から平成28年度管理開始団地において災害公営住宅家賃低廉化事業を実施

東日本大震災の被害との関係
・町全域に亘って壊滅的な震災被害を受けた。
・住宅のうち全壊は3,143戸（震災前戸数5,418戸の58％）、半壊は178戸（同3％）に及び、被災者は
　58団地2,195戸の応急仮設住宅で不便な暮らしを強いられている。
・既存公営住宅400戸のうち262戸が流失。
・被災者に対して早期に恒久住宅を提供する必要がある。

交付団体
基幹事業との関連性

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。
関連する基幹事業

事業番号
事業名



（様式１－３）

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。
№ 140 事業名 事業番号

交付団体 事業実施主体（直接/間接）

年度別事業費

交付対象事業費

交付団体
基幹事業との関連性

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。
関連する基幹事業

事業番号
事業名

関連する災害復旧事業の概要

15,959 49,338 65,297
（南三陸町震災復興計画 60頁記載）
当面の事業概要
＜平成26年度＞
　・平成26年度管理開始団地より東日本大震災特別家賃低減事業を実施
＜平成27年度＞
　・平成26年度及び平成27年度管理開始団地において東日本大震災特別家賃低減事業を実施
＜平成28年度＞
　・平成26年度から平成28年度管理開始団地において東日本大震災特別家賃低減事業を実施

東日本大震災の被害との関係
・町全域に亘って壊滅的な震災被害を受けた。
・住宅のうち全壊は3,143戸（震災前戸数5,418戸の58％）、半壊は178戸（同3％）に及び、被災者は
　58団地2,195戸の応急仮設住宅で不便な暮らしを強いられている。
・既存公営住宅400戸のうち262戸が流失。
・被災者に対して早期に恒久住宅を提供する必要がある。

合計

　【建設計画】
　　・平成26年9月に目標整備戸数を770戸を738戸に見直した。
　　・災害公営住宅の入居対象者は、東日本大震災により住宅が全壊又は半壊（修繕が難しく住宅を撤去した
　　　場合）した者とする。

　【当申請における内容】
　　・H27年度分・・H26年入居地区（入谷(51戸)、名足(33戸)、枡沢(20戸)）・平成２７年度入居地区（伊里前（６０
戸））における特別家賃低減事業（今回申請16,023千円）Ｈ26年度執行実績による精算分（△64千円）

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度

　　・Ｈ28年度分・・Ｈ26・27年度入居地区及びＨ28年度入居地区（戸倉（80戸）、志津川東（265戸）、志津川中央
（32戸）、志津川西（82戸））における特別家賃低減事業（今回申請額49,338千円）

南三陸町
　東日本大震災により住宅を失い、自立再建が難しい町民を対象に安定した生活と住宅を確保するため、町内
に災害公営住宅を整備・供給を進めており、住宅に入居する低所得者に対し、住居の安定を図るため、東日本
大震災特別家賃低減事業を実施するものである。
　【経過】
 　 ・災害公営住宅入居仮申込み(H25年8月～9月実施)を踏まえ、平成25年12月に災害公営住宅整備計画を補
　　正済み。
　　・平成２６年８月から入谷地区（５１戸）、名足地区（３３戸）が入居を開始、枡沢地区（20戸）が平成２７年２月か
　　ら入居を開始、平成28年2月から伊里前地区（６０戸）、平成２８年３月から戸倉地区（８０戸）が入居を開始予
定

南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等（南三陸町交付分）個票

平成28年2月時点

東日本大震災特別家賃低減事業 D-6-1
南三陸町 南三陸町（直接）

総交付対象事業費 72,140(千円) 475,763(千円)
事業概要



（様式１－３）

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。
№ 23 事業名 事業番号

交付団体 事業実施主体（直接/間接）

年度別事業費

交付対象事業費

南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等（南三陸町交付分）個票

平成28年2月時点

津波復興拠点整備事業(中央地区） D-15-2

南三陸町 南三陸町（直接）

総交付対象事業費 4,447,705（千円） 全体事業費 5,151,071（千円）

事業概要

【対象地区】　志津川中央地区
　まちの新たな拠点となるように整備を進める志津川地区の国道45号沿い中央高台部に、新たなまちの交通
拠点（交通広場など）を配置するとともに、交通利便性を活用した公共公益的施設（生涯学習センター、保育
所、消防署など）の整備を図る。
　津波襲来時も、ベイサイドアリーナ周辺に整備する津波復興拠点と連携を図りながら、志津川市街地全体
の都市機能を維持するための交通利便拠点を整備する。
【整備内容】
　津波復興拠点造成整備（公益的施設・住宅施設・公共施設等）　A=13.7ha
【配分状況】
　平成24～27年度
　　計画・測量・調査　 ：   31,999千円
　　実施設計　　　　 　 ：   65,000千円
　　用地買収・補償費 ：  384,110千円
  　工事費 A=13.7ha  ：3,466,596千円      　配分済額合計 ：3,947,705千円
　　平成25・26年度に埋蔵文化財調査を実施
【今回申請】
　　平成28年度 工事費  　500,000千円

【今後の予定】
　　平成27年度～29年度　造成・公共施設整備工事を実施し，防集宅地についてはＨ28年度完成及び引渡し
予定

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 合計（千円）

関連する災害復旧事業の概要

500,000 500,000 

（南三陸町震災復興計画 60頁記載）

当面の事業概要

(平成24～25年度）用地買収、物件補償　1式
（平成25年度）実施設計1式
（平成25～）造成工事　A=13.7ha

東日本大震災の被害との関係

　東日本大震災の被害は極めて甚大であり、これからの復興まちづくりを進めていくにあたり、被災し、壊滅的
な打撃を受けた交通・利便拠点や官公署等のまちの骨格となる施設や文教施設を早期に復興する必要があ
る。

交付団体

基幹事業との関連性

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。

関連する基幹事業

事業番号

事業名



（様式１－３）

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。
№ 135 事業名 事業番号

交付団体 事業実施主体（直接/間接）

総交付対象事業費

年度別事業費

交付対象事業費

南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等（南三陸町交付分）個票

平成28年2月時点

都市公園事業（八幡川右岸地区） D-22-1

南三陸町 南三陸町（直接）

67,247（千円） 全体事業費 392,308（千円）

事業概要
【対象地区】　志津川地区（八幡川右岸）
　南三陸町震災復興計画では、町としてメモリアル機能を有する「震災復興祈念公園」を唯一、市街地の八幡川右岸地域
に整備することとしている。この右岸地域においては、今回の震災で犠牲となった方々への追悼と鎮魂の場を創出し、併
せて震災の歴史を記憶・伝承することで将来の被害を未然に防ぐ防災教育の場を整え、更には防災訓練を大規模に行う
など多面的な防災機能を有した公園整備を行うものである。当該エリアにおける「祈念公園」の主な整備概要としては、津
波災害時において避難困難区域が生じていることから、一次避難先としての築山を整備のうえ来訪者等の生命を守るも
のとし、隣接して整備するメモリアルゾーンと一体的に活用することで、祈念公園として将来に向けた同じ被害を繰り返さ
ない伝承・記憶、慰霊の場とするものである。

【整備内容】
○避難ゾーン（防災公園）　A=3.1ha
・市街地の避難困難地域において津波対策の避難地を計画するものであり、整備後の維持管理費等を考慮して高台造
成により発生する残土を利用し、築山式の一次避難地（防災公園）を整備し、住民及び来町者の生命を守るものである。
なお、整備予定の築山については、「南三陸町地域防災計画」において、避難困難地域における一次避難地として整備す
べきものとして位置付けられている。

【配分状況】
　　平成26～27年度　調査設計費
　　　　　　　実施設計等、測量等　29,000千円

【今回申請】
　　平成28年度 工事費
　　　　　　　準備工　 　　　　　　　　36,117千円
　　平成28年度　土地価格算定業務費・補償調査費
　　　　　　　土地価格算定業務委託費　　　　 1,080千円
　　　　　　　補償調査業務委託費　　　　　　　 1,050千円
　
【今回申請理由】
　事業の実施についてはほぼ地元の同意済みであり、平成27年度から平成28年度にかけて推進される用地買収に先立
つ補償・の進捗に合わせ、平成29年度末の施工完了に向けて整備工事を進めていく必要があるため、今回申請するもの
である。

67,247

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 合　　計

14,500 14,500 38,247

関連する災害復旧事業の概要

38,247 38,247 

当面の事業概要

(平成27年度）都市計画決定、事業認可、防集からの土砂搬入（施工承諾で着手）、用地買収
(平成28年度～）用地買収、整備工事　A=3.1ha

東日本大震災の被害との関係

　当該エリアは東日本大震災により壊滅的な被害を受け、住宅や事業所など殆どの建物等が流失している。
現在は災害危険区域に指定されており、住宅等は建築できない状況となっているが、犠牲者を悼む住民や町
外からの来訪者が多く訪れており、祈念公園以外の区域では事業所の再建も予定されることから、一次避難
先の整備が急務となっている。



（様式１－３）

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。
№ 151 事業名 事業番号

交付団体 事業実施主体（直接/間接）

総交付対象事業費

年度別事業費

交付対象事業費

南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等（南三陸町交付分）個票

平成28年2月時点

防災公園案内板整備事業 ◆D-22-1-1

南三陸町 南三陸町（直接）

1,118（千円） 全体事業費 11,186（千円）

事業概要
　南三陸町では、震災復興計画において、町としてメモリアル機能を有する「震災復興祈念公園」を唯一、志津川市街地
の八幡川右岸地域に整備することとしている。この公園は「避難ゾーン（防災公園）」（約3.1ha)と「メモリアルゾーン」(約
2.9ha)に分かれており、今回の震災で犠牲となった方々への追悼と鎮魂の場を創出し、併せて震災の歴史を記憶・伝承
することで将来の被害を未然に防ぐ防災教育の場を整え、更には避難地の整備や防災訓練を大規模に行うなど多面的
な防災機能を有した公園として整備を行うものである。

　本事業は、高台造成により発生する残土を利用して築山式の一次避難地を整備する「避難ゾーン（防災公園）」内にお
いて、公園案内板を設置し、津波災害発生時に逃げ遅れた避難者が適正に避難築山を利用できる環境を整えるととも
に、平常時においては、公園利用者の利便性の向上及び防災教育等に役立てることを目的とする。

【整備施設】
・公園案内板、誘導サイン、避難場所サイン　等

【今回申請】
　　工事費　　　　　　　　　 　　　　　 1,118千円

【今回申請理由】
　震災復興祈念公園を平成28～29年度に整備する予定であるため、併せて案内板整備費を申請する。

【参考　今後申請予定】
　平成29年度以降　10,068千円

11,186

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 合計（千円）

1,118 10,068

1,118 1,118 

当面の事業概要

(平成28年度～29年度）防災公園整備事業の進捗に応じ、適切な時期に速やかに整備事業を行う。

東日本大震災の被害との関係

　当該エリアは東日本大震災により壊滅的な被害を受け、住宅や事業所など殆どの建物等が流失している。
現在は災害危険区域に指定されており住宅等は建築できない状況だが、犠牲者を悼む住民や町外からの来
訪者が多く訪れていることに加え周辺では今後事業所の再建も予定されることから、一次避難先の整備が急
務となっている。

関連する災害復旧事業の概要

交付団体 南三陸町

基幹事業との関連性
　津波発生時の一次避難地を整備するものであり、住民及び来町者に対し将来の防災と生活安定に寄与するものであ
る。

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。

関連する基幹事業

事業番号 D-22-1

事業名 都市公園事業（防災公園）



（様式１－３）

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。
№ 56 事業名 事業番号

交付団体 事業実施主体（直接/間接）

年度別事業費

交付対象事業費 2,295,662 2,295,662 

当面の事業概要

(平成24年度）
移転候補地の測量、地質調査、補償調査
（平成25年度）
用地買収、実施設計、住宅団地用地造成、公共施設整備
（平成25年度～）
住宅団地用地造成等

東日本大震災の被害との関係

　当町の復興計画は、土地利用について「なりわいの場所は様々であっても、住まいは高台に」を基本として
いる。その中心的事業が防災集団移転促進事業であり、被災した町全体の各集落で合意形成を図った地域
から、測量、地質調査、補償調査、実施設計、用地買収を行い、住宅団地造成を進める。

関連する災害復旧事業の概要

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 合計（千円）

総交付対象事業費 14,586,845（千円） 全体事業費
 15,463,241（千円）
15,021,033（千円）

事業概要

【対象地区】
　志津川地区（志津川市街地）
【申請（整備）内容】
　高台移転に関する合意形成が図られた「志津川市街地」について、用地買収（移転先用地、移転促進区域
の用地）や補償及び住宅団地造成、公共施設整備等を行う。
【配分状況】
　平成24～26年度
　　用地買取（移転促進区域）　　　： 8,785,354千円
　　用地買収（移転先）・補償費　　 ：   162,151千円
　　工事費（造成） 　　　　　　 　 　　： 1,909,835千円
　　住宅建設等助成費等（移転費） ：  　　6,842千円 　　合計10,864,182（千円）
　平成27年度（志津川地区（中瀬町）と志津川地区（保呂毛・田尻畑）の配分済事業費の流用）
　　工事費（造成）　　　　　　　　　　：916,661千円
　　住宅建設等助成費等（建設費）：434,150千円
　　住宅建設等助成費等（移転費）：76,190千円　　　合計1,427,001（千円）　　　　　配分済額12,291,183千円

【今回申請】
　　平成28年度 工事費等　  997,504円
　　住宅建設等助成費等（建設費）：914,000千円
　　住宅建設等助成費等（移転費）：384,158千円　　　合計2,295,662（千円）
　
【今後の予定】
　　平成27年度～28年度　造成・公共施設整備工事を実施し，すべての防集宅地完成及び引渡しを予定

南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等（南三陸町交付分）個票

平成28年2月時点

集落高台移転事業（防災集団移転促進事業） D-23-11

南三陸町 南三陸町（直接）



（様式１－３）

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。
№ 136 事業名 事業番号

交付団体 事業実施主体（直接/間接）

総交付対象事業費

年度別事業費

交付対象事業費

交付団体 南三陸町

基幹事業との関連性
　住宅高台移転後の跡地を有効活用し、犠牲者の鎮魂の場及び津波被害を繰り返さない歴史文化継承の場として静的
空間を持ったメモリアルゾーンを整備するものであり、住民及び来町者に対し将来の防災と生活安定に寄与するもので
ある。

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。

関連する基幹事業

事業番号 D-23-1

事業名 集落高台移転事業（防災集団移転促進事業）

30,763 30,763 

当面の事業概要

(平成27年度）都市計画決定、事業認可、防集からの土砂搬入（施工承諾で着手）、用地買収
(平成28年度～）用地買収、整備工事　A=2.9ha

東日本大震災の被害との関係

　当該エリアは東日本大震災により壊滅的な被害を受け、住宅や事業所など殆どの建物等が流失のうえ、町
職員を含めて多くの町民が犠牲となっている。現在はエリア全体が災害危険区域に指定されており、住宅等
は建築できない状況であることから、防災集団移転跡地を活用して町として内外の方々が手を合わせる場所
の整備が急務となっている。

関連する災害復旧事業の概要

277,498

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 合　　計

14,500 123,368 139,630

277,498（千円） 全体事業費 554,362（千円）

事業概要
【対象地区】　志津川地区（八幡川右岸）
　　南三陸町震災復興計画では、町としてメモリアル機能を有する「震災復興祈念公園」を唯一、市街地の八幡川右岸地
域に整備することとしている。この右岸地域においては、今回の震災で犠牲となった方々への追悼と鎮魂の場を創出し、
併せて震災の歴史を記憶・伝承することで将来の被害を未然に防ぐ防災教育の場を整え、更には防災訓練を大規模に
行うなど多面的な防災機能を有した公園整備を行うものである。当該エリアにおける「祈念公園」の主な整備概要として
は、犠牲者の鎮魂の場及び津波被害を繰り返さない歴史文化継承の場として静的空間を持ったメモリアルゾーンを整備
するものであり、隣接して整備する一次避難先としての築山と一体で活用することにより、祈念公園として将来に向けた
同じ被害を繰り返さない伝承・記憶、メモリアルの場とするものである。

【整備内容】
○メモリアルゾーン　A=2.9ha
・当町では今回の津波被害が甚大であり、震災により亡くなられた多くの方に対し追悼と鎮魂を捧げる場として計画する
ものであり、防災集団移転跡地を活用して鎮魂の碑を含めた祈りの場や来訪者の気持ちを鎮める鎮魂の森を整備す
る。また、これに併せて津波被害を繰り返さないためにも伝承・記憶の場を整備し、メモリアルイベントを開催するなど震
災を語り継いでいく場として整備する。

【配分状況】
　　実施設計等、測量等　A=2.9ha　　　 　29,000千円　（第１０回申請）
　　用地購入、補償費、補償等調査費　 217,735千円  （第１３回申請）

【今回申請】
　　工事費（準備工）　　　　　　　 　　　　　 30,763千円

【今回申請理由】
　事業の実施についてはほぼ地元の同意済みであり、平成27年度から平成28年度にかけて推進される用地買収の進捗
に合わせ、平成29年度末の施工完了に向けて整備工事を進めていく必要があるため、今回申請するものである。

南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等（南三陸町交付分）個票

平成28年2月時点

メモリアルゾーン整備事業 ◆D-23-1-2

南三陸町 南三陸町（直接）


