
（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。

№ 134 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

55,811 55,811

（南三陸町震災復興計画69頁記載）

当面の事業概要

＜平成30年度＞
　・実施設計
＜平成31年度＞
　・施設建設工事

東日本大震災の被害との関係

≪被害の状況≫
　津波により、自然環境活用センターは壊滅的な被害を受けた。
　内外より高い評価を受けていた、地域密着型の地域資源調査及び交流・人材育成の機会が失われている。

合計２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度

　南三陸町自然環境活用センター（ネイチャーセンター）では、地域資源の調査・研究と情報発信により、地域間交流と人
材育成に貢献するエコカレッジ事業を行ってきた。
＜調査・研究＞　・研究員が常駐し海洋生物等の調査と専門教育を担当。新種を含む希少種の発見など南三陸の海の生
態系を解き明かし、その魅力を伝える。
＜交流・人材育成＞　・環境教育プログラムや臨海実習プログラムを開発し、小中学生から高校生・大学生の実習に活
用。（例）早稲田実業学校初等部でのサケの生態。

　町内外から年間2,400名程が体験学習や調査・研究といった目的をもって訪れていた本施設を復旧する。復旧に当たっ
ては、南三陸町総合計画や地域の特徴である森・里・海・ひとのつながりを意識した活動が行えること、地域資源を活用し
て教育・体験活動が出来るような地域とすることで、都市住民と農山漁村との交流と学習の場として一層の機能を発揮で
きるよう再生する。
　施設活用により南三陸ならではの地域資源を掘り起こし、その永続的な利用や地域内循環について学べ、地域振興・交
流を目的としてた戸倉公民館を活用することで、農林水産物のブランド化と交流人口増大による町の活性化に寄与する。
　・施設整備　延べ床面積549.1㎡（既存施設改修　現在：戸倉公民館2階一部）
　・実験室・実験準備室　96㎡、飼育室　22.9㎡、交流室　40㎡、事務室　60㎡、標本展示室　31.6㎡
　・その外、機材室、トイレ、シャワー室、倉庫など

【今回申請】
　平成31年度分として、工事費 55,811千円を申請
【事業間流用による経費の変更】（平成31年1月11日）
　平成31年度分の工事費として、F-1-1-1　漁業集落復興効果促進事業より52,323千円（国費：H26予算 41,858千円）を
流用。これにより、交付対象事業費は82,409千円（国費：61,806千円）に増額。

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31年3月時点

南三陸町自然環境活用センター整備事業 C-2-1

南三陸町 南三陸町（直接）

総交付対象事業費 26,598（千円） 全体事業費 82,409（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。
№ 153 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31年3月時点

道路事業（復興拠点連絡道路）[補助率変更分] D-1-11

南三陸町 南三陸町（直接）

1,325,661（千円） 全体事業費 2,045,661（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＝2,400m、幅員W=12m　【歩道2.5m+路肩0.5m+車道3.0m）×2】
【配分状況】
　平成26～29年度
　　  工事費                     ： 1,325,661千円 　　 配分済額合計：1,325,661千円
　平成30年度（事業間流用）
　　　工事費　　　　　　　　 　：   590,000千円　　　流用済額合計：  590,000千円
　事業間流用含む合計（配分済額+事業間流用額）
　　　工事費　　　　　　　　　 ： 1,915,661千円　　　事業費合計　 ：1,915,661千円
　（参考）補助率変更前D-1-2
　　平成24～25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                     ： 1,438,339千円      配分済額合計：1,761,637千円
  （参考）D-1-2及びD-1-11の全体事業費3,807,298千円
【今回申請】
　　平成31年度分の工事費129,288千円申請
【事業間流用による経費の変更】(平成31年1月11日）
　平成31年度分の工事費として、D-1-10 道路事業（高台接続道路）戸倉地区（長清水）より142,216千円（国
費：H23補正予算 106,662千円）を流用。これにより、交付対象事業費は1,915,661千円　（国費：1,580,420千
円）から2,044,949千円（国費：1,687,082千円）に増額。
【今後の予定】
　　平成31年度　残区間の供用開始に向けた道路整備

　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。

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 合計（千円）

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

129,288 129,288 

（南三陸町震災復興計画 60頁記載）

当面の事業概要

(平成31年度）・西区間（約120m）の道路整備（盛土、地盤整形、排水、舗装等）の推進

東日本大震災の被害との関係

※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。
№ 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

　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、平成２８年７月から志津川
東地区（１・２工区、９６戸）、平成２８年９月から志津川東地区（３街区、５６戸）　、平成２８年１０月から志津川西地区（１・２工
区、６０戸）が入居を開始、平成２９年１月から志津川東地区（４・５・６工区、１１３戸）、志津川西地区（３工区、２２戸）、志津
川中央地区（３・４工区、３２戸）が、平成２９年３月から志津川中央地区（１・２工区、１１５戸）が入居を開始

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31年3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 1,495,357(千円) 全体事業費 3,175,706（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】
　　・H31年度分・・H26～29年度入居地区（全団地・738戸）における家賃低廉化事業（今回申請583,677千円）

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

【事業間流用による経費の変更】（平成31年1月11日）
平成31年度分の事業費として、D-4-1 災害公営住宅整備事業（入谷地区）より16,833千円（国費：H23補正予算 14,728千
円）、D-23-4 防災集団移転促進事業 歌津地区（馬場・中山）より114,286千円（国費：H23補正予算 100,000千円）、D-23-16
防災集団移転促進事業 歌津地区（泊浜）より114,286千円（国費：H23補正予算 100,000千円）、D-23-22 防災集団移転促進
事業 戸倉地区（波伝谷）より338,274千円（国費：H23補正予算295,989千円）を流用。これにより、交付対象事業費は
1,941,268千円（国費：1,698,608千円）から2,524,945千円（国費：2,209,325千円）に増額。

【事業間流用による経費の変更】（平成30年1月17日）
平成30年度分の事業費として、D-4-5災害公営住宅整備事業（志津川西地区）より445,911千円（国費：H26予算390,172千
円）を流用。これにより、交付対象事業費は1,495,357千円（国費：1,308,436千円）から1,941,268千円（国費：1,698,608千円）に
増額。

関連する災害復旧事業の概要

583,677 583,677
（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
＜平成29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
＜平成30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
＜平成31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。
№ 158 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

44,979 44,979
（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
＜平成29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
＜平成30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
＜平成31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。

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】
　　・H31年度分・・H26～29年度入居地区（全団地・738戸）における家賃低廉化事業（今回申請44,979千円）

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

【事業間流用による経費の変更】（平成31年1月11日）
平成31年度分の事業費として、D-1-7 道路事業（高台接続道路）歌津地区（寄木・韮の浜）より49,976千円（国
費：H23補正予算 37,482千円）を流用。これにより、交付対象事業費は44,979千円（国費：37,482千円）に増額。

　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、
平成２８年７月から志津川東地区（１・２工区、９６戸）、平成２８年９月から志津川東地区（３街区、５６戸）　、平成
２８年１０月から志津川西地区（１・２工区、６０戸）が入居を開始、平成２９年１月から志津川東地区（４・５・６工
区、１１３戸）、志津川西地区（３工区、２２戸）、志津川中央地区（３・４工区、３２戸）が、平成２９年３月から志津
川中央地区（１・２工区、１１５戸）が入居を開始

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31年3月時点

災害公営住宅家賃低廉化事業（補助率変更分） D-5-2
南三陸町 南三陸町（直接）

総交付対象事業費 0（千円） 全体事業費 140,780（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。
№ 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

50,052 50,052
（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
＜平成29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
＜平成30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
＜平成31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】
　　・H31年度分・・H26～29年度入居地区（全団地・738戸）における特別家賃低減事業（今回申請50,052千円）

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

【事業間流用による経費の変更】（平成31年1月11日）
平成31年度分の事業費として、D-1-8 道路事業（高台接続道路）志津川地区（清水）より50,052千円（国費：H23補正予算
37,539千円）を流用。これにより、交付対象事業費は242,143千円（国費：181.606千円）から292,195千円（国費：219,145千円）
に増額。

【事業間流用による経費の変更】（平成30年1月17日）
平成30年度分の事業費として、D-4-5災害公営住宅整備事業（志津川西地区）より64,643千円（国費：H26予算56,562千円）
を流用。これにより、交付対象事業費は166,727千円（国費：125,044千円）から242,143千円（国費：181,606千円）に増額。

　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、平成２８年７月から志津川
東地区（１・２工区、９６戸）、平成２８年９月から志津川東地区（３街区、５６戸）　、平成２８年１０月から志津川西地区（１・２工
区、６０戸）が入居を開始、平成２９年１月から志津川東地区（４・５・６工区、１１３戸）、志津川西地区（３工区、２２戸）、志津
川中央地区（３・４工区、３２戸）が、平成２９年３月から志津川中央地区（１・２工区、１１５戸）が入居を開始

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31年3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 166,727（千円） 全体事業費 361,710（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。
№ 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

交付団体

基幹事業との関連性

130,000

※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

当面の事業概要

(平成31年度）
施設整備工

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。

関連する災害復旧事業の概要

130,000 

２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 合計

【事業間流用による経費の変更】（平成29年1月30日）
　平成28年度より、準備工事に着手しているところ。平成30年度末の施工完了に向け、平成29年度より公園本体工事に着手するた
め、D-4-1災害公営住宅整備事業（入谷地区）より89,600千円（国費：H23予算67,200千円）、D-4-2災害公営住宅整備事業（名足地
区）より53,200千円（国費：H23予算39,900千円）、D-4-8災害公営住宅整備事業（枡沢地区）より19,731千円（国費：H23予算14,798千
円）を流用。これにより、交付対象事業費は67,247千円（国費：50,435千円）から229,778千円（国費：172,333千円）に増額。

【他事業より流用】（平成29年10月11日）
　D-4-7 災害公営住宅整備事業（戸倉地区）より、185,179千円（国費：H23予算　138,883千円）を流用。これにより、交付対象事業費
は、229,778千円（国費：172,333千円）から、414,957千円　（国費：311,216千円）に増額。

【事業間流用による経費の変更】（平成31年1月11日）
　　平成31年度分の工事費として、F-2-1-1 市街地復興効果促進事業より121,875千円（国費：H26予算 97,500千円）を流用。
　　これにより、交付対象事業費は414,957千円　（国費：311,216千円）から544,957千円（国費：408,716千円）に増額。
【今後の予定】
　平成31年度の一部開園、平成32年度の全体開園に向けて施設等工事を実施する。

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31年3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 578,588（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=3.2ha
　・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】
　　　調査設計費　　　　　　　　　　　　　　　　29,000千円（第１０回申請）
　　　工事費（準備工）　　　　　　　　　　　　　36,117千円（第１４回申請）
　　　土地価格算定業務費・補償調査費　 　 2,130千円（第１４回申請）　　　配分済額合計　　67,247千円
　（事業間流用）
　　　工事費（造成工）　　　　　　　　　　　　 162,531千円（第１７回申請）
　　　工事費（施設整備工ほか）　　　　      185,179千円（第１９回申請）　　　流用済額合計　347,710千円
　（事業間流用含む合計）
　　　414,957千円
【今回申請内容】
　　平成31年度　工事費　　　施設整備工130,000千円



（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。
№ 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31年3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3.2ha)と「メモリアル
ゾーン」(約3.1ha)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】
　園名板（１基）、総合案内サイン（１基）、誘導サイン（２基）、避難場所サイン（４基）
【配分状況】
　　工事費　　　　　　　1,118千円（第14回申請）
【今回申請】
　　工事費　　　　　　10,068千円
【事業間流用による経費の変更】（平成31年1月11日）
　平成31年度分の工事費として、F-2-1-1 市街地復興効果促進事業より10,068千円（国費：H26予算 8,054千円）を
流用。
　これにより、交付対象事業費は1,118千円（国費：894千円）から11,186千円（国費：8,948千円）に増額。
【今回申請理由】
　平成31年度下期に予定する震災復興祈念公園の一部開園までに案内板の整備を行う必要があるため、今回申
請するものである。

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 合計（千円）

10,068 10,068 

当面の事業概要

（平成31年度）　案内板制作。設置工事

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。
№ 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

　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）

交付団体 南三陸町

基幹事業との関連性

２８年度 ２９年度 ３０年度

当面の事業概要
(平成31年度～）
施設整備工

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

75,000 

415,930（千円） 全体事業費 715,887（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=3.1ha
・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　             　　 　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）
　　工事費（準備工）　　　　　　　 　　　　　 30,763千円  （第１４回申請）
　　工事費（造成工ほか）　　　　　　　　　138,432千円　（第１７回申請）　　　配分済額合計　415,930千円
　（事業間流用）
　　工事費（施設整備工ほか）　　　　　　160,589千円　（第１９回申請）　　　流用済額合計　160,589千円
　（事業間流用含む合計）
　　576,519千円
【今回申請内容】
　　平成31年度　工事費　施設整備工　75,000千円
【事業間流用による経費の変更】（平成29年10月1日）
　平成29年度及び平成30年度分の工事費として、D-23-4集落高台移転事業（防災集団移転促進事業）歌津地区（馬場・中山）より
[H26]112,295千円（国費：H23予算98,258千円）及び[H25]34,528千円（国費：H23予算30,212千円）を流用。これにより、交付対象事業費
は415,930千円（国費：332,742千円）から576,519千円（国費：461,212千円）に増額。
【事業間流用による経費の変更】（平成31年1月11日）
　　平成31年度分の工事費として、F-2-1-1 市街地復興効果促進事業より75,000千円（国費：H26予算 60,000千円）を流用。
　　これにより、交付対象事業費は576,519千円（国費：461,212千円）から651,519千円（国費：521,212千円）に増額。
【今後の予定】
　平成31年度の一部開園、平成32年度の全体開園に向けて施設等工事を実施する。

合計

75,000

３１年度 ３２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31年3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）
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