
（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。

№ 19 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24年4月時点

漁港集落防災機能強化調査事業 ◆C-6-10-1

南三陸町 南三陸町（直接）

総交付対象事業費 125,545（千円） 全体事業費 125,545（千円）

事業概要

　津波によって大きな被害を受けた漁港集落においては、防災集団移転促進事業等により住まいの高台移転を
進める一方で、低地部は作業小屋敷地や農地等、生業の場としての土地利用を計画しており、そこで働く人々が
安心して従事できるように、各地区の復興方針や土地利用状況を踏まえ、どのような避難対策や浸水防護対策が
必要かについて検討・調査を行った上で、具体的な事業を実施していく必要がある。
　特に、現在、海岸保全地域に指定していない区域に、Ｌ１津波の防護を可能とする海岸保全施設を整備するの
か、これまで通りとするのかによって、復興まちづくりの姿は大きく変わることから、調査・検討を実施する。
≪事業実施個所≫
　５漁港集落：歌津地区（石浜、稲淵、館浜）、戸倉地区（藤浜・寺浜）

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 合計

125,545 125,545

漁港施設機能強化事業（⑩藤浜漁港）

（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年度>
　津波シミュレーションを実施し、海岸保全区域指定の必要性について調査・検討するとともに、必要となる海岸保
全施設等の規模や仕様等についても併せて検討して、結論を得る。また、それらを踏まえた避難対策等について
検討する。（単年度事業）

東日本大震災の被害との関係
≪被害の状況≫
　○漁港施設における災害査定結果　46箇所　1,183,403千円（防波堤、護岸、物揚場等）
　　藤浜（5箇所、130,279千円）、石浜（10箇所、370,384千円）、稲淵（4箇所、252,199千円）、館浜（13箇所、227,156千円）、
寺浜（14箇所、203,385千円）
　○共同利用施設の被災状況　3棟
　　藤浜（ワカメ、カキ、ホヤ等）、石浜（サケ、サンマ、ワカメ等）、稲淵（サケ、カキ、ホタテ、ワカメ等）、館浜（サケ、カキ、コン
ブ、ワカメ等）、寺浜（ホタテ、ワカメ等）
　○津波遡上高
　　藤浜16.3m、石浜13.2m、館浜13.6m、寺浜11.6m
　○津波による浸水面積
　　藤浜6.0ha、石浜10.0ha、館浜56.5ha、寺浜11.2ha

関連する災害復旧事業の概要

交付団体 町

基幹事業との関連性

当地区の水産業の復興、漁港・漁場・漁村の早期再生を実現するためには、被災した漁港施設の機能回復と、背
後の漁業集落の復興を一体的に進める必要があることから、漁港施設機能強化事業の効果促進事業等として、
本事業を実施するものである。

《関連復旧事業の概要》
　○漁港施設　46箇所　1,183,403千円（防波堤、護岸、物揚場等）（平成２４年度～実施）
　○共同利用施設　3棟（漁業協同組合が実施）（平成２４年度実施）

※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 C-6-10

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。

№ 20 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

（南三陸町震災復興計画60頁記載）

当面の事業概要

・入谷地区の災害公営住宅用地が概ね決定したことから、土地購入に向けた測量、分筆及び建物・立木補償費算
定のための調査等の経費を計上

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3,142戸（震災前戸数5,418戸の58％）、半壊は169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。

関連する災害復旧事業の概要

3,737 3,737

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 合計

総交付対象事業費 3,737（千円） 全体事業費 3,737（千円）

事業概要

　自立再建が難しい町民を対象に高台等の安全な宅地に恒久住宅を早期に確保する。
　【現状】
　　・半壊以上の家屋被害は3,311戸
　　・災害査定において災害公営住宅1,000戸については承認済み
    ・町民の住まいに関する意向調査（12/5～1/20）を踏まえ、平成24年3月末に整備方針を作成予定
　【建設計画】
　　・意向調査においては、災害公営住宅入居希望者が652名であるが、まだ検討中及び未回答を考慮し、町
　　　全体の建設戸数は1,000戸とする。なお、今後も意向調査を随時実施し、適正な建設戸数の把握に努め
　　　るものである。
　　・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。
　　・平成24年度に入谷地区（民有地）において測量、登記を行い町有地とした後、当該年度に設計を実施
　　　建設予定戸数  約50戸　建設事業費  1,130,000千円(住宅整備費、用地取得費、設計委託費)
      戸当たり建設費 約22,600千円
　【当申請における内容】
　　・入谷地区の災害公営住宅用地が概ね決定したことから、土地購入に向けた測量、分筆及び建物・立木
　　　補償費算定のための調査等の経費を計上
　　・土地所有者2名からは、訪問のうえ売買の了解を概ねいただいている。
　　（土地購入費については次回申請：金額が未定であるため）
　【当該地の選定理由】
　　・被災を受けた者で災害公営住宅入居希望者のうち、約5%、30名が入谷地区を希望しており、更に希望地
　　　が特に無く、早期に入居を希望する者及び希望地未定者等の入居が約20名見込まれることから、交通の
　　　利便性が高く、市街地にも近接した入谷地区内の桜沢を候補地としたものである。この内、面積や日照
　　　等を考慮のうえ用地交渉を進めた結果、当該地を最適地として選定した。

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24年4月時点

災害公営住宅整備事業（入谷地区） D-4-1

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。

№ 21 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

（南三陸町震災復興計画60頁記載）

当面の事業概要

・名足地区の災害公営住宅用地が概ね決定したことから、土地購入に向けた測量、分筆及び建物・立木補償費算
定のための調査等の経費を計上

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3,142戸（震災前戸数5,418戸の58％）、半壊は169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。

関連する災害復旧事業の概要

3,078 3,078

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 合計

総交付対象事業費 3,078（千円） 全体事業費 3,078（千円）

事業概要

　自立再建が難しい町民を対象に高台等の安全な宅地に恒久住宅を早期に確保する。
　【現状】
　　・半壊以上の家屋被害は3,311戸
　　・災害査定において災害公営住宅1,000戸については承認済み
    ・町民の住まいに関する意向調査（12/5～1/20）を踏まえ、平成24年3月末に整備方針を作成予定
　【建設計画】
　　・意向調査においては、災害公営住宅入居希望者が652名であるが、まだ検討中及び未回答を考慮し、町
　　　全体の建設戸数は1,000戸とする。なお、今後も意向調査を随時実施し、適正な建設戸数の把握に努め
　　　るものである。
　　・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。
　　・平成24年度に名足地区（民有地）において測量、登記を行い町有地とした後、当該年度に設計を実施
　　　建設予定戸数  約50戸　建設事業費  1,130,000千円(住宅整備費、用地取得費、設計委託費)
      戸当たり建設費 約22,600千円
　【当申請における内容】
　　・名足地区の災害公営住宅用地が概ね決定したことから、土地購入に向けた測量、分筆及び建物・立木
　　　補償費算定のための調査等の経費を計上等の経費を計上
　　・土地所有者である3名からは、訪問のうえ売買の了解を概ねいただいている。
　　（土地購入費については次回申請：金額が未定であるため）
　【当該地の選定理由】
　　・被災を受けた者で災害公営住宅入居希望者のうち、約14%、140名が歌津地区を希望している。歌津地区
　　　では小学校の学区単位に応じて災害公営住宅を整備する計画としていることから、名足小学校にも近く、
　　　漁業者の通勤にも適した名足地区を候補地としたものである。整備予定戸数については、名足地区を希
　　　望する者が約50名いることから、50戸とし、面積や日照等を考慮のうえ用地交渉を進めた結果、当該地
　　　を最適地として選定した。

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24年4月時点

災害公営住宅整備事業（名足地区） D-4-2

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。

№ 22 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24年4月時点

津波復興拠点整備事業(東地区） D-15-1

南三陸町 南三陸町（直接）

総交付対象事業費 59,900（千円） 全体事業費 59,900（千円）

事業概要

　志津川東地区は、東日本大震災の被災を免れた地域である。当該地は、既設の商工団地やベイサイドアリーナ
等が連なり被災者支援及び災害復旧活動の拠点となっていた地域である。この地域に、行政機能、医療、福祉機
能を集約し、災害対応の核とすると共に、津波復興の拠点の１つとしたい。
　医療と福祉の一体的整備をすることで、被災時は志津川病院を軸としてベイサイドアリーナ・保健センターを緊
急時の医療機関として機能が図れる。また、三陸道（仮）南三陸海岸ICから国道４５号を経由し当該地区への高台
へ、緊急患者の搬送及び物資の輸送等の機能確保が図れる。
　また、もう１つの拠点である志津川中央には、警察、消防及び教育施設を整備し、これらの拠点どおしが高台連
絡道及び三陸道を介して連絡されており、これら２つが一体的に機能することにより津波復興及び災害時対応の
拠点として機能する。
　
　今回は、計画策定費、用地測量費、地質調査費を申請する。

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 合計

59,900 59,900

（南三陸町震災復興計画63頁記載）

当面の事業概要

　今回は、計画策定費、用地測量費、地質調査費を申請する。

東日本大震災の被害との関係
　志津川地区においては、震災前低地部に公共公益施設が点在し、東日本大震災の被害は極めて甚大であり、これらの施
設は壊滅的な打撃を受け都市機能を完全に失った。復興まちづくりを進めていくに当たり、公共公益施設を高台に配置し、
災害時における都市機能の維持を踏まえて、まちの骨格となる施設（南三陸町役場や志津川病院等）を早期に復興する必
要がある。

関連する災害復旧事業の概要

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。

№ 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24年4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 59,900（千円） 全体事業費 59,900（千円）

事業概要

　志津川地区の国道45号と高台住宅団地を連絡する幹線道路の交差点部にＪＲ気仙沼線の志津川駅の移設を
予定し、その周辺部に新たなまちの交通拠点（駅前広場、交通センターなど）を配置するとともに、これらの交通利
便性を活用した公共公益的施設（生涯学習センター、子育て拠点施設など）の整備を推進する。志津川小学校周
辺にこれらを整備することで、安心して学校に通わせると共に、安心して働ける環境を創出する。
　津波の襲来時においても、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。給食セ
ンターは食料供給施設として、警察署・消防署は津波被災時においても防災拠点機能を確保するため、国道４５
号沿線の高台に配置する。
　また、もう１つの拠点である志津川東には、志津川病院、南三陸町役場及び保健センターを整備し、これらの拠
点どおしが高台連絡道及び三陸道を介して連絡されており、これら２つが一体的に機能することにより津波復興
及び災害時対応の拠点として機能する。
今回は、計画策定費、用地測量費、地質調査費を申請する。

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 合計

59,900 59,900

（南三陸町震災復興計画63頁記載）

当面の事業概要

　今回は、計画策定費、用地測量費、地質調査費を申請する。

東日本大震災の被害との関係
　志津川地区においては、震災前低地部に公共公益施設が点在し、東日本大震災の被害は極めて甚大であり、これらの施
設は壊滅的な打撃を受け都市機能を完全に失った。復興まちづくりを進めていくに当たり、公共公益施設を高台に配置し、
災害時における都市機能の維持を踏まえた新たなまちの中心の形成、高台移転居住者への利便供与、地区内外へのアク
セス強化等に重要な役割を持つ交通・利便拠点を整備することが必要である。

関連する災害復旧事業の概要

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１－３①）

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。

№ 24 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24年4月時点

都市再生事業計画案作成事業（都市再生区画整理事業） D-17-1

南三陸町 南三陸町（直接）

総交付対象事業費 254,000（千円） 全体事業費 254,000（千円）

事業概要

　「志津川地区被災市街地復興土地区画整理事業」の実現に向けて、都市計画決定、事業計画図書の作成を行
うために必要となる測量、調査設計等を行い、その手続きを行う。地権者への区画整理事業への理解を含めると
ともに、想定換地設計を行い、合意形成に向けての活動を行う。
　今回は、調査設計費を申請する。

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 合計

254,000 254,000

（南三陸町震災復興計画60頁記載）

当面の事業概要

　今回は、調査設計費を申請する。

東日本大震災の被害との関係

　本地区の東日本大震災による影響は甚大で、中心市街地を形成していた街が壊滅した。住宅は防災集団移転
促進事業などを活用して、高台に移転する計画であるが、商業、産業ゾーンの再生も急がれるところである。ま
た、防集事業で買収された市有地が分散的に発生することになり、区画整理事業により、用地の集約などを行
い、有効利用できる形態にしていくことを計画している。

関連する災害復旧事業の概要

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。

№ 25 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24年4月時点

集落高台移転事業（防災集団移転促進事業） D-23-4

南三陸町 南三陸町（直接）

総交付対象事業費 60,000（千円） 全体事業費 60,000（千円）

事業概要

　町の復興計画で目指す「安心して暮らし続けられるまちづくり」の実現を図るため、町民の津波で被災した地区
からの集団移転のための安全な居住地を確保する。
24年度において、集団移転に関する合意形成が図られた歌津地区（馬場・中山）について用地買収や造成工事に
着手する。
【対象地区】歌津地区（馬場・中山）（別添のとおり）
※用地の地権者には買収について口頭による同意を得ている。

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 合計

60,000 60,000

（南三陸町震災復興計画60頁記載）

当面の事業概要

　今回は、集団移転に関する合意形成が図られた歌津地区（馬場・中山）について用地買収や造成工事に着手す
る。

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、町全体の各漁港集落で合意形成を図る。
また土地区画整理事業を施行する志津川地区においても合併施行を予定する。

関連する災害復旧事業の概要

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


