
平成24年11月現在

直接交付先 南三陸町 Ｎｏ． 2 南三陸町

　平成２７年度事業完了

（参考様式）

南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成２４～２７年度）

　南三陸町

事業番号 D-13-1 事業名
住宅・建築物安全ストック形成事業
(がけ地近接等危険住宅移転事業)

事業実施主体

項　　　　目
平成24年度 平成２５年度～平成２７年度

備　考
第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）
（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。
（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

法定手続き・許認可等

災害危険区域指定

移転助成

その他（議会等）

法定手続き 

３９条指定 

移転費助成 



平成２４年１１月現在

直接交付先 南三陸町 Ｎｏ． 6 事業名 南三陸町
平成27年度

第１四半期第２四半期第３四半期第４四半期第１四半期第２四半期第３四半期第４四半期

【住宅建設等助成】
・平成２５,２６年度
【移転費助成】
・平成２６,２７年度

（参考様式）

南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成２４～２７年度）

歌津地区（寄木・韮の浜）
事業番号 D-23-2 集落高台移転事業（防災集団移転促進事業） 事業実施主体

項　　　　目
平成24年度 平成２５年度 平成２６年度

備　考
第３四半期 第４四半期

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）
（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。
（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

法定手続き・許認可等

地域等の合意形成

調査・測量・設計

用地買収

工事

その他（議会等）

法定手続き・復興整備計画 

説明会の実施（浸水地の買取申出書） 

測量調査・地質調査等 

実施設計等 

用地交渉 
用地買収 

造成工事 

住宅建設助成・移転費助成 



平成２４年１１月現在

直接交付先 南三陸町 Ｎｏ． 7 事業名 南三陸町
平成27年度

第１四半期第２四半期第３四半期第４四半期第１四半期第２四半期第３四半期第４四半期

【住宅建設等助成】
・平成２５,２６年度
【移転費助成】
・平成２６,２７年度

（参考様式）

南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成２４～２７年度）

戸倉地区（藤浜）
事業番号 D-23-3 集落高台移転事業（防災集団移転促進事業） 事業実施主体

項　　　　目
平成24年度 平成２５年度 平成２６年度

備　考
第３四半期 第４四半期

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）
（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。
（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

法定手続き・許認可等

地域等の合意形成

調査・測量・設計

用地買収

工事

その他（議会等）

法定手続き・復興整備計画 

説明会の実施（浸水地の買取申出書） 

測量調査・地質調査等 

実施設計等 

用地交渉 
用地買収 

造成工事 

住宅建設助成・移転費助成 



平成24年11月現在

直接交付先 南三陸町 Ｎｏ． 20 事業番号 D-4-1 事業名 災害公営住宅整備事業（入谷地区） 事業実施主体 南三陸町

H26年春入居開始予定

（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

第２四半期 第３四半期 第４四半期

法定手続き

調査・測量・設計

用地購入

造成工事

建築工事

その他（議会等）

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）
（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

（参考様式）

南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成24、25年度）

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。

項　　　　目
平成24年度 平成25年度

備　考
第３四半期 第４四半期 第１四半期

用地交渉 契約、移転登記 

建築実施設計、建築工事（ＵＲ） 

基本設計（UR、南三陸町木造災害公営住宅建設推進協議会） 

造成設計（ＵＲ） 発注準備 造成工事（ＵＲ） 

発注準備 

農転、開発協議、確認申請等 

    ：今回申請分 



平成24年11月現在

直接交付先 南三陸町 Ｎｏ． 21 事業番号 D-4-2 事業名 災害公営住宅整備事業（名足地区） 事業実施主体 南三陸町

H26年春入居開始予定

（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

第２四半期 第３四半期 第４四半期

法定手続き

調査・測量・設計

用地購入

造成工事

建築工事

その他（議会等）

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）
（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

（参考様式）

南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成24、25年度）

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。

項　　　　目
平成24年度 平成25年度

備　考
第３四半期 第４四半期 第１四半期

用地交渉 契約、移転登記 

建築実施設計、建築工事（ＵＲ） 

基本設計（UR、南三陸町木造災害公営住宅建設推進協議会） 

造成設計（ＵＲ） 発注準備 造成工事（ＵＲ） 

発注準備 

農転、開発協議、自然公園法協議、確認申請等 

    ：今回申請分 



平成２４年１１月現在

直接交付先南三陸町 Ｎｏ． 22 事業名 南三陸町
平成25年度 平成26年度 平成27年度

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

◎

H24.8.3都市計画決定済

H26年度中頃住宅建築
開始予定

H27年度末入居開始
（一部H26年度入居開始）

H27.4開設予定
財源：基金、寄付金

財源：基金、寄付金

財源：地方債南三陸町役場整備事業

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）
（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。
（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

調査・測量・設計

用地購入・物件補償

本工事

災害公営住宅

志津川病院整備事業

(仮）ケアセンター整備
事業（保健センター）

項　　　　目
平成24年度

備　考
第３四半期 第４四半期

事業計画策定

（参考様式）

南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成24～27年度）

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。
事業番号 D-15-1 津波復興拠点整備事業（東地区） 事業実施主体

用地交渉 

整備手法検討調整（ＵＲor県委託） 

契約、移転登記 

事業計画策定（第３次申請分） 

宅地造成・築造工事 
発注 

準備 

事業認可 

地質調査・用地測量・基本設計（第３次申請分） 

実施設計 

住宅建設 

造成工事 建設工事 

建設工事 

建設工事 

建設工事 

建設設計 

建設設計 

今回申請分 

今回申請分 

今回申請分 



平成２４年１１月現在

直接交付先南三陸町 Ｎｏ． 23 事業名 南三陸町
平成25年度 平成26年度 平成27年度

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

◎

H24.9.18都市計画決定済

H27年度住宅建築
開始予定

H27年度末入居開始
（一部H27年度入居開始）

財源：寄贈

財源：災害復旧事業費

財源：災害復旧事業費
　　　　復興交付金

財源：災害復旧事業費

（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

調査・測量・設計

用地購入・物件補償

本工事

災害公営住宅

埋蔵文化財調査

保育所・子育て支援セ
ンター・放課後児童ク

ラブ整備事業

あさひ幼稚園・生涯学
習センター（図書館・
公民館・体育館）・学
校給食センター整備

事業

消防署整備事業

交通広場整備事業

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）
（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

事業計画策定

（参考様式）

南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成24～27年度）

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。
事業番号 D-15-2 津波復興拠点整備事業（中央地区） 事業実施主体

項　　　　目
平成24年度

備　考
第３四半期 第４四半期

用地交渉 

整備手法検討調整（ＵＲor県委託） 

契約、移転登記 

事業計画策定（第３次申請分） 

宅地造成・築造工事 
発注 

準備 

事業認可 

地質調査・用地測量・基本設計（第３次申請分） 

実施設計 

住宅建設 

造成工事 建設工事 

建設工事 

建設工事 

建設工事 

約1年 

建設工事 

建設設計 

建設設計 

建設設計 

建設設計 

今回申請分 

今回申請分 



平成２４年１１月現在

直接交付先 南三陸町 Ｎｏ． 25 事業名 南三陸町
平成27年度

第１四半期第２四半期第３四半期第４四半期第１四半期第２四半期第３四半期第４四半期

【住宅建設等助成】
・平成２５,２６年度
【移転費助成】
・平成２６,２７年度

（参考様式）

南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成２４～２７年度）

歌津地区（馬場・中山）
事業番号 D-23-4 集落高台移転事業（防災集団移転促進事業） 事業実施主体

項　　　　目
平成24年度 平成２５年度 平成２６年度

備　考
第３四半期 第４四半期

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）
（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。
（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

法定手続き・許認可等

地域等の合意形成

調査・測量・設計

用地買収

工事

その他（議会等）

法定手続き・復興整備計画 

説明会の実施（浸水地の買取申出書） 

測量調査・地質調査等 

実施設計等 

用地交渉 
用地買収 

造成工事 

住宅建設助成・移転費助成 



平成24年11月現在

交付団体 南三陸町 Ｎｏ． 41 事業番号 南三陸町

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）

（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

法定手続き・許認可等

地域等の合意形成

調査・測量・設計

用地買収

工事

その他（議会等）

項　　　　目
平成25～27年度

備　考
第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

（参考様式）

南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成25～27年度）

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。
C-7-1 事業名 水産加工場等施設整備事業 事業実施主体

前期（第2回）補助事業実施 

平成25年度（第2回）    

平成26年度（第3回）    

平成27年度（第4回） 

前期（第1回）補助事業実施 

第2回公募・事業者選定 

第4回公募・事業者選定 

第3回公募・事業者選定 後期（第3回）補助事業実施 

後期（第4回）補助事業実施 

平成24年度（第1回） 



平成２４年１１月現在

直接交付先南三陸町 Ｎｏ． 45 事業名 南三陸町
平成25年度 平成26年度 平成27年度

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

津波拠点（東地区）の工
事用道路として使用予定

H26年度中頃住宅建築
開始予定

H27年度末入居開始
（一部H26年度入居開始）

（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。
（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

用地購入・物件補償

本工事

津波拠点（東地区）
本工事

津波拠点（東地区）災
害公営住宅

その他（議会等）

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）

項　　　　目
平成24年度

備　考
第３四半期 第４四半期

調査・測量・設計

（参考様式）

南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成24～27年度）

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。
事業番号 D-1-1 道路事業（高台避難道路） 事業実施主体

用地交渉 

契約、移転登記 

道路築造工事 
発注 

準備 

路線測量等・基本設計（第３次申請分） 

用地測量・調査・実施設計 

宅地造成・築造工事 
発注 

準備 

住宅建設 

整備手法検討調整（ＵＲor県委託） 造成工事 建設工事 

工事用道路 

今回申請分 

今回申請分 

今回申請分 



平成２４年１１月現在

直接交付先南三陸町 Ｎｏ． 46 事業名 南三陸町
平成25年度 平成26年度 平成27年度

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

主に津波拠点（中央地区）
の工事用道路として使用
予定

H27年度住宅建築
開始予定

H27年度末入居開始
（一部H27年度入居開始）

（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。
（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

用地購入・物件補償

本工事

津波拠点（中央地区）
本工事

津波拠点（中央地区）
災害公営住宅

その他（議会等）

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）

項　　　　目
平成24年度

備　考
第３四半期 第４四半期

調査・測量・設計

（参考様式）

南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成24～27年度）

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。
事業番号 D-1-2 道路事業（復興拠点連絡道路） 事業実施主体

用地交渉 

契約、移転登記 

道路築造工事 
発注 

準備 

路線測量等・基本設計（第３次申請分） 

用地測量・調査・実施設計 

宅地造成・築造工事 
発注 

準備 

住宅建設 

整備手法検討調整（ＵＲor県委託） 造成工事 建設工事 

工事用道路 

今回申請分 

今回申請分 

今回申請分 



平成24年11月現在

直接交付先 南三陸町 Ｎｏ． 47 事業番号 D-4-3 事業名 災害公営住宅整備事業（志津川東地区） 南三陸町
平成25年度 平成26年度 平成27年度

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

H27年度末入居開始
（一部H26年度入居
開始）

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）
（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。
（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

計画策定

法定手続き

用地購入

造成工事

建築工事

その他（議会等）

（参考様式）

南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成24～27年度）

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。
事業実施主体

項　　　　目
平成24年度

備　考
第３四半期 第４四半期

用地交渉 

契約、移転登記 

基本計画策定（第３次申請分） 

造成設計（ＵＲ） 造成工事（ＵＲ） 
発注 

準備 

基本設計、実施設計 建築工事 

開発協議、確認申請等 

（ＵＲに要請予定） 

    ：今回申請分 



平成２４年１１月現在

直接交付先 南三陸町 Ｎｏ． 50 事業名 南三陸町
平成27年度

第１四半期第２四半期第３四半期第４四半期第１四半期第２四半期第３四半期 第４四半期

【住宅建設等助成】
・平成２６,２７年度
【移転費助成】
・平成２６,２７年度

（参考様式）

南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成２４～２７年度）

歌津地区（港）
事業番号 D-23-5 集落高台移転事業（防災集団移転促進事業） 事業実施主体

項　　　　目
平成24年度 平成２５年度 平成２６年度

備　考
第３四半期 第４四半期

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）
（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。
（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

法定手続き・許認可等

地域等の合意形成

調査・測量・設計

用地買収

工事

その他（議会等）

法定手続き・復興整備計画 

説明会の実施（浸水地の買取申出書） 

測量調査・地質調査等 

実施設計等 

用地交渉 
用地買収 

造成工事 

住宅建設助成・移転費助成 



平成２４年１１月現在

直接交付先 南三陸町 Ｎｏ． 51 事業名 南三陸町
平成27年度

第１四半期第２四半期第３四半期第４四半期第１四半期第２四半期第３四半期第４四半期

【住宅建設等助成】
・平成２６,２７年度
【移転費助成】
・平成２６,２７年度

（参考様式）

南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成２４～２７年度）

歌津地区（田の浦）
事業番号 D-23-6 集落高台移転事業（防災集団移転促進事業） 事業実施主体

項　　　　目
平成24年度 平成２５年度 平成２６年度

備　考
第３四半期 第４四半期

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）
（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。
（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

法定手続き・許認可等

地域等の合意形成

調査・測量・設計

用地買収

工事

その他（議会等）

法定手続き・復興整備計画 

説明会の実施（浸水地の買取申出書） 

測量調査・地質調査等 

実施設計等 

用地交渉 
用地買収 

造成工事 

住宅建設助成・移転費助成 



平成２４年１１月現在

直接交付先 南三陸町 Ｎｏ． 52 事業名 南三陸町
平成27年度

第１四半期第２四半期第３四半期第４四半期第１四半期第２四半期第３四半期第４四半期

【住宅建設等助成】
・平成２６,２７年度
【移転費助成】
・平成２６,２７年度

（参考様式）

南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成２４～２７年度）

歌津地区（石浜・名足）
事業番号 D-23-7 集落高台移転事業（防災集団移転促進事業） 事業実施主体

項　　　　目
平成24年度 平成２５年度 平成２６年度

備　考
第３四半期 第４四半期

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）
（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。
（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

法定手続き・許認可等

地域等の合意形成

調査・測量・設計

用地買収

工事

その他（議会等）

法定手続き・復興整備計画 

説明会の実施（浸水地の買取申出書） 

測量調査・地質調査等 

実施設計等 

用地交渉 
用地買収 

造成工事 

住宅建設助成・移転費助成 



平成２４年１１月現在

直接交付先 南三陸町 Ｎｏ． 53 事業名 南三陸町
平成27年度

第１四半期第２四半期第３四半期第４四半期第１四半期第２四半期第３四半期第４四半期

【住宅建設等助成】
・平成２６,２７年度
【移転費助成】
・平成２６,２７年度

（参考様式）

南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成２４～２７年度）

志津川地区（清水）
事業番号 D-23-8 集落高台移転事業（防災集団移転促進事業） 事業実施主体

項　　　　目
平成24年度 平成２５年度 平成２６年度

備　考
第３四半期 第４四半期

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）
（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。
（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

法定手続き・許認可等

地域等の合意形成

調査・測量・設計

用地買収

工事

その他（議会等）

法定手続き・復興整備計画 

説明会の実施（浸水地の買取申出書） 

測量調査・地質調査等 

実施設計等 

用地交渉 
用地買収 

造成工事 

住宅建設助成・移転費助成 



平成２４年１１月現在

直接交付先 南三陸町 Ｎｏ． 54 事業名 南三陸町
平成27年度

第１四半期第２四半期第３四半期第４四半期第１四半期第２四半期第３四半期第４四半期

【住宅建設等助成】
・平成２５,２６年度
【移転費助成】
・平成２６,２７年度

（参考様式）

南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成２４～２７年度）

志津川地区（荒砥）
事業番号 D-23-9 集落高台移転事業（防災集団移転促進事業） 事業実施主体

項　　　　目
平成24年度 平成２５年度 平成２６年度

備　考
第３四半期 第４四半期

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）
（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。
（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

法定手続き・許認可等

地域等の合意形成

調査・測量・設計

用地買収

工事

その他（議会等）

法定手続き・復興整備計画 

説明会の実施（浸水地の買取申出書） 

測量調査・地質調査等 

実施設計等 

用地交渉 
用地買収 

造成工事 

住宅建設助成・移転費助成 



平成２４年１１月現在

直接交付先 南三陸町 Ｎｏ． 55 事業名 南三陸町
平成27年度

第１四半期第２四半期第３四半期第４四半期第１四半期第２四半期第３四半期第４四半期

【住宅建設等助成】
・平成２５,２６年度
【移転費助成】
・平成２６,２７年度

（参考様式）

南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成２４～２７年度）

志津川地区（袖浜）
事業番号 D-23-10 集落高台移転事業（防災集団移転促進事業） 事業実施主体

項　　　　目
平成24年度 平成２５年度 平成２６年度

備　考
第３四半期 第４四半期

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）
（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。
（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

法定手続き・許認可等

地域等の合意形成

調査・測量・設計

用地買収

工事

その他（議会等）

法定手続き・復興整備計画 

説明会の実施（浸水地の買取申出書） 

測量調査・地質調査等 

実施設計等 

用地交渉 
用地買収 

造成工事 

住宅建設助成・移転費助成 



平成２４年１１月現在

直接交付先 南三陸町 Ｎｏ． 56 事業名 南三陸町
平成27年度

第１四半期第２四半期第３四半期第４四半期第１四半期第２四半期第３四半期第４四半期

平成２６年度末完成予定

【住宅建設等助成】
・平成２７年度
【移転費助成】
・平成２７年度

（参考様式）

南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成２４～２７年度）

志津川地区（志津川市街地）
事業番号 D-23-11 集落高台移転事業（防災集団移転促進事業） 事業実施主体

項　　　　目
平成24年度 平成２５年度 平成２６年度

備　考
第３四半期 第４四半期

（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

法定手続き・許認可等

地域等の合意形成

調査・測量・設計

用地買収

工事

その他

（災害公営住宅）

津波復興拠点整備事業
（志津川　東）

津波復興拠点整備事業
（志津川　中央）

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）
（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

法定手続き・復興整備計画 

説明会の実施（浸水地の買取申出書） 

測量調査・地質調査等 

実施設計等 

用地交渉 用地買収 

造成工事 

住宅建設助成・移転費助成 

造成工事 

造成工事 

実施設計等 

実施設計等 

用地交渉・用地買収 

用地交渉・用地買収 

埋蔵文化財調査等 

開発協議・確認申請等 

基本計画策定 

用地交渉 

測量・用地調査 契約・移転登記 

造成設計 造成工事 

建築設計 建築工事 



平成２４年１１月現在

直接交付先 南三陸町 Ｎｏ． 58 事業名 南三陸町
平成27年度

第１四半期第２四半期第３四半期第４四半期第１四半期第２四半期第３四半期第４四半期

【住宅建設等助成】
・平成２５,２６年度
【移転費助成】
・平成２６,２７年度

（参考様式）

南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成２４～２７年度）

志津川地区（保呂毛・田尻畑）
事業番号 D-23-13 集落高台移転事業（防災集団移転促進事業） 事業実施主体

項　　　　目
平成24年度 平成２５年度 平成２６年度

備　考
第３四半期 第４四半期

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）
（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。
（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

法定手続き・許認可等

地域等の合意形成

調査・測量・設計

用地買収

工事

その他（議会等）

法定手続き・復興整備計画 

説明会の実施（浸水地の買取申出書） 

測量調査・地質調査等 

実施設計等 

用地交渉 
用地買収 

造成工事 

住宅建設助成・移転費助成 



平成２４年１１月現在

直接交付先 南三陸町 Ｎｏ． 59 事業名 南三陸町
平成27年度

第１四半期第２四半期第３四半期第４四半期第１四半期第２四半期第３四半期第４四半期

【住宅建設等助成】
・平成２６,２７年度
【移転費助成】
・平成２６,２７年度

（参考様式）

南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成２４～２７年度）

戸倉地区（津の宮・滝浜）
事業番号 D-23-14 集落高台移転事業（防災集団移転促進事業） 事業実施主体

項　　　　目
平成24年度 平成２５年度 平成２６年度

備　考
第３四半期 第４四半期

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）
（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。
（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

法定手続き・許認可等

地域等の合意形成

調査・測量・設計

用地買収

工事

その他（議会等）

法定手続き・復興整備計画 

説明会の実施（浸水地の買取申出書） 

測量調査・地質調査等 

実施設計等 

用地交渉 
用地買収 

造成工事 

住宅建設助成・移転費助成 



平成２４年１１月現在

直接交付先 南三陸町 Ｎｏ． 60 事業名 南三陸町
平成27年度

第１四半期第２四半期第３四半期第４四半期第１四半期第２四半期第３四半期第４四半期

【住宅建設等助成】
・平成２６,２７年度
【移転費助成】
・平成２６,２７年度

（参考様式）

南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成２４～２７年度）

戸倉地区（長清水・寺浜）
事業番号 D-23-15 集落高台移転事業（防災集団移転促進事業） 事業実施主体

項　　　　目
平成24年度 平成２５年度 平成２６年度

備　考
第３四半期 第４四半期

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）
（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。
（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

法定手続き・許認可等

地域等の合意形成

調査・測量・設計

用地買収

工事

その他（議会等）

法定手続き・復興整備計画 

説明会の実施（浸水地の買取申出書） 

測量調査・地質調査等 

実施設計等 

用地交渉 
用地買収 

造成工事 

住宅建設助成・移転費助成 



平成24年11月現在

交付団体 南三陸町 Ｎｏ． 61 事業番号 南三陸町

・25年度事業については、
26年3月31日までに完了す
ること
・25年度に完了しないもの
は26年度事業とする
・事業期間は、平成24年度
から平成27年度まで

（参考様式）

南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成24～27年度）

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。
E-1-1 事業名 事業実施主体低炭素社会対応型浄化槽等集中導入事業

項　　　　目 備　考
第１四半期～第４四半期 第１四半期～第４四半期 第１四半期～第４四半期 第１四半期～第４四半期

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）

（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

法定手続き・許認可等

地域等の合意形成

調査・測量・設計

用地買収

工事

その他（議会等）

  浄化槽設置工事 



平成24年11月現在

交付団体 南三陸町 Ｎｏ． 63 事業番号 南三陸町

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）

（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

法定手続き・許認可等

地域等の合意形成

調査・測量・設計

用地整備

工事

その他（議会等）

項　　　　目
平成26年度

備　考
第１四半期 第２四半期 第３四半期 第１四半期第４四半期

平成25年度

（参考様式）

南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成25～26年度）

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。
C-7-2 事業名 シロサケふ化場整備事業 事業実施主体

建築確認申請 

実施設計 施工監理 平成26年第3四半期 

まで 

建設工事 

委託業者選定・議会承認 

平成26年第3四半期 

まで 



平成24年11月現在

交付団体 南三陸町 Ｎｏ． 64 事業番号 南三陸町

建築確認申請は、平成25年
度から平成26年第１四半期
まで

施工監理は、平成26年度第
１四半期から平成26年度末
まで

建設工事は、平成26年度第
１四半期から平成26年度末
まで

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）

（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

法定手続き・許認可等

地域等の合意形成

調査・測量・設計

用地買収

工事

その他（議会等）

項　　　　目
平成25年度

備　考
第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

（参考様式）

南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成25～26年度）

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。
C-7-3 事業名 卸売市場施設復興事業 事業実施主体

実施設計 

県の災害復旧による嵩上げ工事 

委託業者選定・議会承認 

建築確認申請 



平成24年11月現在

交付団体 南三陸町 Ｎｏ． 64 事業番号 南三陸町

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）

（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

法定手続き・許認可等

地域等の合意形成

調査・測量・設計

用地買収

工事

その他（議会等）

項　　　　目
平成26年度

備　考
第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

（参考様式）

南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成25～26年度）

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。
C-7-3 事業名 卸売市場施設復興事業 事業実施主体

施工監理 

建設工事 

建築確認申請 

建設業者選定・議会承認 



平成２４年１１月現在

直接交付先 南三陸町 Ｎｏ． 65 南三陸町

防災集団移転促進事業の
進捗によって、平成25年度
から平成26年度の間に完了
予定

（参考様式）

南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成24・25年度）

【対象地区】歌津地区（田の浦）
事業番号 D-1-3 事業名 道路事業（高台接続道路） 事業実施主体

項　　　　目
平成24年度 平成２５年度

備　考
第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）
（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。
（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

測量調査

道路実施設計

用地買収

工事

（防集事業）

その他（議会等）

測量調査・地質調査等 

実施設計等 

用地交渉 用地買収 

造成工事 
（先行着手により工事用道路として使用する） 

実施設計等 造成工事 用地買収 



平成２４年１１月現在

直接交付先 南三陸町 Ｎｏ． 66 南三陸町

防災集団移転促進事業の
進捗によって、平成25年度
から平成26年度の間に完了
予定

（参考様式）

南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成24・25年度）

【対象地区】歌津地区（馬場・中山　生活センター西）
事業番号 D-1-4 事業名 道路事業（高台接続道路） 事業実施主体

項　　　　目
平成24年度 平成２５年度

備　考
第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）
（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。
（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

測量調査

道路実施設計

用地買収

工事

（防集事業）

その他（議会等）

測量調査・地質調査等 

実施設計等 

用地交渉 用地買収 

造成工事 
（先行着手により工事用道路として使用する） 

実施設計等 造成工事 用地買収 



平成２４年１１月現在

直接交付先 南三陸町 Ｎｏ． 67 南三陸町

防災集団移転促進事業の
進捗によって、平成25年度
から平成26年度の間に完了
予定

（参考様式）

南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成24・25年度）

【対象地区】歌津地区（伊里前　中学校上）
事業番号 D-1-5 事業名 道路事業（高台接続道路） 事業実施主体

項　　　　目
平成24年度 平成２５年度

備　考
第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）
（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。
（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

測量調査

道路実施設計

用地買収

工事

（防集事業）

その他（議会等）

測量調査・地質調査等 

実施設計等 

用地交渉 用地買収 

造成工事 
（先行着手により工事用道路として使用する） 

実施設計等 造成工事 用地買収 



平成２４年１１月現在

直接交付先 南三陸町 Ｎｏ． 68 南三陸町

防災集団移転促進事業の
進捗によって、平成25年度
から平成26年度の間に完了
予定

（参考様式）

南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成24・25年度）

【対象地区】歌津地区（伊里前　枡沢）
事業番号 D-1-6 事業名 道路事業（高台接続道路） 事業実施主体

項　　　　目
平成24年度 平成２５年度

備　考
第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）
（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。
（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

測量調査

道路実施設計

用地買収

工事

（防集事業）

その他（議会等）

測量調査・地質調査等 

実施設計等 

用地交渉 用地買収 

造成工事 
（先行着手により工事用道路として使用する） 

実施設計等 造成工事 用地買収 



平成２４年１１月現在

直接交付先 南三陸町 Ｎｏ． 69 南三陸町

防災集団移転促進事業の
進捗によって、平成25年度
から平成26年度の間に完了
予定

（参考様式）

南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成24・25年度）

【対象地区】歌津地区（寄木・韮の浜）
事業番号 D-1-7 事業名 道路事業（高台接続道路） 事業実施主体

項　　　　目
平成24年度 平成２５年度

備　考
第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）
（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。
（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

測量調査

道路実施設計

用地買収

工事

（防集事業）

その他（議会等）

測量調査・地質調査等 

実施設計等 

用地交渉 用地買収 

造成工事 
（先行着手により工事用道路として使用する） 

実施設計等 造成工事 用地買収 



平成２４年１１月現在

直接交付先 南三陸町 Ｎｏ． 70 南三陸町

防災集団移転促進事業の
進捗によって、平成25年度
に完了予定

（参考様式）

南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成24・25年度）

【対象地区】志津川地区（清水）
事業番号 D-1-8 事業名 道路事業（高台接続道路） 事業実施主体

項　　　　目
平成24年度 平成２５年度

備　考
第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）
（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。
（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

測量調査

道路実施設計

用地買収

工事

（防集事業）

その他（議会等）

測量調査・地質調査等 

実施設計等 

用地交渉 用地買収 

実施設計等 造成工事 用地買収 

造成工事 
（先行着手により工事用道路として使用する） 



平成２４年１１月現在

直接交付先 南三陸町 Ｎｏ． 71 南三陸町

防災集団移転促進事業の
進捗によって、平成25年度
から平成26年度の間に完了
予定

（参考様式）

南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成24・25年度）

【対象地区】戸倉地区（波伝谷　松崎）
事業番号 D-1-9 事業名 道路事業（高台接続道路） 事業実施主体

項　　　　目
平成24年度 平成２５年度

備　考
第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）
（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。
（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

測量調査

道路実施設計

用地買収

工事

（防集事業）

その他（議会等）

測量調査・地質調査等 

実施設計等 

用地交渉 用地買収 

造成工事 
（先行着手により工事用道路として使用する） 

実施設計等 造成工事 用地買収 



平成２４年１１月現在

直接交付先 南三陸町 Ｎｏ． 72 南三陸町

防災集団移転促進事業の
進捗によって、平成25年度
から平成26年度の間に完了
予定

（参考様式）

南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成24・25年度）

【対象地区】戸倉地区（長清水）
事業番号 D-1-10 事業名 道路事業（高台接続道路） 事業実施主体

項　　　　目
平成24年度 平成２５年度

備　考
第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）
（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。
（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

測量調査

道路実施設計

用地買収

工事

（防集事業）

その他（議会等）

測量調査・地質調査等 

実施設計等 

用地交渉 用地買収 

造成工事 
（先行着手により工事用道路として使用する） 

実施設計等 造成工事 

実施設計等 

用地買収 



平成24年11月現在

直接交付先 南三陸町 Ｎｏ． 73 事業番号 D-4-4 事業名 災害公営住宅整備事業（志津川中央地区） 南三陸町
平成25年度 平成26年度 平成27年度

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

H27年度末入居開始

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）
（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。
（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

計画策定

法定手続き

用地購入

造成工事

建築工事

その他（議会等）

（参考様式）

南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成24～27年度）

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。
事業実施主体

項　　　　目
平成24年度

備　考
第３四半期 第４四半期

用地交渉 

契約、移転登記 

基本計画策定（第３次申請分） 

造成設計（ＵＲ） 造成工事 
発注 

準備 

整備手法検討調整（ＵＲor県委託） 

埋蔵文化財調査 

基本設計、実施設計 建築工事（整備戸数最終調整） 

開発協議、確認申請等 

    ：今回申請分 



平成24年11月現在

直接交付先南三陸町 Ｎｏ． 74 D-4-5 事業名 南三陸町
平成25年度 平成26年度

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

H26年度末 入居開始予定

（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。
（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

法定手続き

用地購入

造成工事

建築工事

その他（議会等）

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）

計画策定

（参考様式）

南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成24～26年度）

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。
事業番号 災害公営住宅整備事業（志津川西地区） 事業実施主体

項　　　　目
平成24年度

備　考
第３四半期 第４四半期

用地交渉 

整備手法検討調整（ＵＲor県委託） 

契約、移転登記 

基本設計、実施設計 

基本計画策定（第3次申請分） 

造成設計 造成工事 
発注 

準備 

開発協議、確認申請等 

建築工事 

    ：今回申請分 



平成24年11月現在

直接交付先南三陸町 Ｎｏ． 75 D-4-6 事業名 南三陸町
平成25年度 平成26年度

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

H26年度末 入居開始予定

（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。
（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

法定手続き

用地購入

造成工事

建築工事

その他（議会等）

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）

計画策定

（参考様式）

南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成24～26年度）

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。
事業番号 災害公営住宅整備事業（伊里前地区） 事業実施主体

項　　　　目
平成24年度

備　考
第３四半期 第４四半期

用地交渉 

整備手法検討調整（ＵＲor県委託） 

契約、移転登記 

基本設計、実施設計 

基本計画策定（住宅局直轄調査） 

造成設計 造成工事 
発注 

準備 

開発協議、確認申請等 

建築工事 

測量、用地調査 

    ：今回申請分 



平成24年11月現在

直接交付先南三陸町 Ｎｏ． 76 D-4-7 事業名 南三陸町
平成25年度 平成26年度

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

H26年度末 入居開始予定

（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。
（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

法定手続き

用地購入

造成工事

建築工事

その他（議会等）

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）

計画策定

（参考様式）

南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成24～26年度）

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。
事業番号 災害公営住宅整備事業（戸倉地区） 事業実施主体

項　　　　目
平成24年度

備　考
第３四半期 第４四半期

整備手法検討調整（ＵＲor県委託） 基本設計、実施設計 

基本計画策定（住宅局直轄調査） 

造成設計 造成工事 
発注 

準備 

開発協議、確認申請等 

建築工事 

（ 町 有 地 ） 

    ：今回申請分 



平成２４年１１月現在

直接交付先 南三陸町 Ｎｏ． 77 事業名 南三陸町
平成27年度

第１四半期第２四半期第３四半期第４四半期第１四半期第２四半期第３四半期第４四半期

【住宅建設等助成】
・平成２６,２７年度
【移転費助成】
・平成２６,２７年度

（参考様式）

南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成２４～２７年度）

歌津地区（泊浜）
事業番号 D-23-16 集落高台移転事業（防災集団移転促進事業） 事業実施主体

項　　　　目
平成24年度 平成２５年度 平成２６年度

備　考
第３四半期 第４四半期

（県道　泊崎半島線）

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）
（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。
（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

法定手続き・許認可等

地域等の合意形成

調査・測量・設計

用地買収

工事

その他（議会等）

法定手続き・復興整備計画 

説明会の実施（浸水地の買取申出書） 

測量調査・地質調査等 

実施設計等 

用地交渉 
用地買収 

造成工事 

住宅建設助成・移転費助成 

調査・測量・設計 

用地買収 

工  事 



平成２４年１１月現在

直接交付先 南三陸町 Ｎｏ． 78 事業名 南三陸町
平成27年度

第１四半期第２四半期第３四半期第４四半期第１四半期第２四半期第３四半期第４四半期

【住宅建設等助成】
・平成２６,２７年度
【移転費助成】
・平成２６,２７年度

（参考様式）

南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成２４～２７年度）

歌津地区（館浜）
事業番号 D-23-17 集落高台移転事業（防災集団移転促進事業） 事業実施主体

項　　　　目
平成24年度 平成２５年度 平成２６年度

備　考
第３四半期 第４四半期

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）
（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。
（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

法定手続き・許認可等

地域等の合意形成

調査・測量・設計

用地買収

工事

その他（議会等）

法定手続き・復興整備計画 

説明会の実施（浸水地の買取申出書） 

測量調査・地質調査等 

実施設計等 

用地交渉 
用地買収 

造成工事 

住宅建設助成・移転費助成 



平成２４年１１月現在

直接交付先 南三陸町 Ｎｏ． 79 事業名 南三陸町
平成27年度

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

【住宅建設等助成】
・平成２６,２７年度
【移転費助成】
・平成２６,２７年度

（参考様式）

南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成２４～２７年度）

歌津地区（伊里前）
事業番号 D-23-18 集落高台移転事業（防災集団移転促進事業） 事業実施主体

項　　　　目
平成24年度 平成２５年度 平成２６年度

備　考
第３四半期 第４四半期

（災害公営住宅）

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）
（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。
（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

法定手続き・許認可等

地域等の合意形成

調査・測量・設計

用地買収

工事

その他（議会等）

法定手続き・復興整備計画 

説明会の実施（浸水地の買取申出書） 

測量調査・地質調査等 

実施設計等 

用地交渉 用地買収 

造成工事 

住宅建設助成・移転費助成 

開発協議・確認申請等 

基本計画策定 

用地交渉 

測量・用地調査 契約・移転登記 

造成設計 造成工事 

建築設計 建築工事 



平成２４年１１月現在

直接交付先 南三陸町 Ｎｏ． 80 事業名 南三陸町
平成27年度

第１四半期第２四半期第３四半期第４四半期第１四半期第２四半期第３四半期第４四半期

【住宅建設等助成】
・平成２５,２６年度
【移転費助成】
・平成２６,２７年度

（参考様式）

南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成２４～２７年度）

志津川地区（西田・細浦）
事業番号 D-23-19 集落高台移転事業（防災集団移転促進事業） 事業実施主体

項　　　　目
平成24年度 平成２５年度 平成２６年度

備　考
第３四半期 第４四半期

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）
（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。
（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

法定手続き・許認可等

地域等の合意形成

調査・測量・設計

用地買収

工事

その他（議会等）

法定手続き・復興整備計画 

説明会の実施（浸水地の買取申出書） 

測量調査・地質調査等 

実施設計等 

用地交渉 
用地買収 

造成工事 

住宅建設助成・移転費助成 



平成２４年１１月現在

直接交付先 南三陸町 Ｎｏ． 81 事業名 南三陸町
平成27年度

第１四半期第２四半期第３四半期第４四半期第１四半期第２四半期第３四半期第４四半期

【住宅建設等助成】
・平成２６,２７年度
【移転費助成】
・平成２６,２７年度

（参考様式）

南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成２４～２７年度）

志津川地区（平磯）
事業番号 D-23-20 集落高台移転事業（防災集団移転促進事業） 事業実施主体

項　　　　目
平成24年度 平成２５年度 平成２６年度

備　考
第３四半期 第４四半期

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）
（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。
（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

法定手続き・許認可等

地域等の合意形成

調査・測量・設計

用地買収

工事

その他（議会等）

法定手続き・復興整備計画 

説明会の実施（浸水地の買取申出書） 

測量調査・地質調査等 

実施設計等 

用地交渉 
用地買収 

造成工事 

住宅建設助成・移転費助成 



平成２４年１１月現在

直接交付先 南三陸町 Ｎｏ． 82 事業名 南三陸町
平成27年度

第１四半期第２四半期第３四半期第４四半期第１四半期第２四半期第３四半期第４四半期
備　考

第３四半期 第４四半期

（参考様式）

南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成２４年度）

戸倉地区（戸倉）
事業番号 D-23-21 集落高台移転事業（防災集団移転促進事業） 事業実施主体

その他（議会等）

項　　　　目
平成24年度 平成２５年度 平成２６年度

法定手続き・許認可等

地域等の合意形成

調査・測量・設計

用地買収

工事

（災害公営住宅）

（国同３９８号線）

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）
（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。
（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

法定手続き・復興整備計画 

説明会の実施（浸水地の買取申出書） 

測量調査・地質調査等 

実施設計等 

用地交渉 
用地買収 

開発協議・確認申請等 

基本計画策定 

用地交渉 

測量・用地調査 契約・移転登記 

設  計 

調査・測量・設計 

用地買収 



平成２４年１１月現在

直接交付先 南三陸町 Ｎｏ． 83 事業名 南三陸町
平成27年度

第１四半期第２四半期第３四半期第４四半期第１四半期第２四半期第３四半期第４四半期

【住宅建設等助成】
・平成２６,２７年度
【移転費助成】
・平成２６,２７年度

（参考様式）

南三陸町復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成２４～２７年度）

戸倉地区（波伝谷）
事業番号 D-23-22 集落高台移転事業（防災集団移転促進事業） 事業実施主体

項　　　　目
平成24年度 平成２５年度 平成２６年度

備　考
第３四半期 第４四半期

（国同３９８号線）

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）
（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。
（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

法定手続き・許認可等

地域等の合意形成

調査・測量・設計

用地買収

工事

その他（議会等）

法定手続き・復興整備計画 

説明会の実施（浸水地の買取申出書） 

測量調査・地質調査等 

実施設計等 

用地交渉 
用地買収 

造成工事 

住宅建設助成・移転費助成 

調査・測量・設計 

用地買収 

工  事 


