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南三陸町 震災復興計画 
平成 23 年 12 月策定 

平成 24 年 3 月改訂 

復興の基本理念 

「自然・ひと・なりわいが紡ぐ 

安らぎと賑わいのあるまち」 

への創造的復興 

 

南三陸町で再び生活することを願う 

町民が安心と希望を持って、 

復興に取り組めるよう、 

町に関わる全ての方々の 

力を結集して実現していきます。 

 

計画期間 10 年間（平成 23～32 年度） 

Ｂ． 
「復興事業計画」 
（目標１～３） 
の進捗状況 

⇒５～７㌻をご覧下さい 

Ａ． 
「復興に向けて 
 緊急対応すべき 
   重点事項」 

の進捗状況 
⇒３～４㌻をご覧下さい 

ダイジェスト 

平成 27 年 

９月版 
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※太字は完成済み（平成 27 年 9 月 1 日現在） 

 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 

防
災
集
団
移
転
促
進
事
業 

歌津 堺、長羽 
田の浦、石浜・名足、名足保育園南、生
活ｾﾝﾀｰ西、泊浜、館浜、寄木・韮の浜 

枡沢 
中学校上 

 

志津川 

市街地 
 

 
 
 

 
 

 
 

志津川 荒砥、平磯、袖浜 西田・細浦 清水  

戸倉 藤浜 
西戸、波伝谷松崎、波伝谷、津の宮合羽
沢、津の宮原 

長清水 
戸倉 

 

※１ 平成 27年度から順次、宅地引渡し開始 

 Ｈ25 Ｈ26  Ｈ27 Ｈ28 

災害公営住宅 
整備事業 

 入谷、名足、枡沢 
伊里前 ※2 
戸倉 ※2 

志津川東 ※3 
志津川中央 ※4 
志津川西 ※3 

 ※２ 平成 27年度に入居開始予定、※３ 平成 28年度から順次入居開始予定、※４ 平成 29年度に入居開始予定 

志津川 ※１ 

（東・中央・西） 

 計画 左のうち竣工 

防災集団移転 
促進事業 

20 地区 
28 団地 

863区画 
16 地区 
20 団地 

255 区画 

災害公営住宅 
整備事業 

8 地区 738戸  
3 地区 
3 団地 

104 戸  

 

■高台移転造成工事（防災集団移転促進事業・災害公営住宅整備事業）の状況

 

土
地
利
用 
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ライフラインと河川堤防・護岸の仮復旧 
（１）ライフラインの早期復旧 

（２）河川堤防と護岸の緊急的仮復旧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被災者の生活支援と自立生活への誘導 
（１）自立に向けた生活支援 

（２）仮設住宅における地域コミュニティの構築 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「復興に向けて緊急対応すべき重点事項」の進捗状況 

１ 

●応急仮設住宅維持管理事業 

●災害援護資金貸付金 

●心の健康づくり（心のケア）事業 

●生活支援員の配置 

●被災者生活支援センター運営委託事業  

●コミュニティバス運行事業 

～主な事業の実施状況～ 

現状 
〔仮設住宅戸数〕2,162戸 
町内 1,676 戸（52箇所） 
町外  486 戸（ 6箇所） 

〔入居戸数〕  1,541戸 
   1,343世帯（3,795人） 

 

※平成 27年 8月 31日現在  

 

仮設住宅集会所の様子 

 

災害廃棄物の処理 
 

 

 

〔がれき推計量〕約 551千 t（津波堆積物のぞく） 

  ⇒進捗率 100％

３ 

現状 

～主な事業の実施状況～ 

〔平成 25 年度〕 

●災害廃棄物処理事業 

 

雇用の確保 

 

 

 

〔  〔有効求人倍率〕（気仙沼管内） 
    震災前 (H22)   0.50 

震災直後(H23. 5) 0.17 (H27.07) 1.56 
ピーク時(H26.12) 2.03    ＋0.05 
 

５ 

現状 

～主な事業の実施状況～ 

●緊急雇用創出事業 

●無料職業紹介事業 

 

２ 

現状 

荒砥漁港 

 

～主な事業の実施状況～ 

〔平成 23 年度〕 

●上水道施設等整備事業 

※応急復旧工事分 

 
●公共土木施設災害復旧事業 

（河川・町道） 

※災害査定を受けたものについて

施設復旧を実施 

●上水道施設等整備事業 

 

 

〔漁港〕100％着手済み 
※県管理・町管理 

〔町道〕約 75％着手済み 
 被災 44箇所中 33箇所 
〔河川〕約 38％着手済み 
 被災 13箇所中  5箇所 
〔橋梁〕約 33％着手済み 
 被災 9 箇所中  3箇所 

※平成 27年 8月現在  

 

消防・防災機能の早期回復 
（１）消防・防災体制づくり 

（２）消防・防災設備等の復旧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔防災行政無線システム〕 
◇移動系親統制局一式 ⇒平成 24年度完了 
◇気象観測装置３局  ⇒平成 24年度完了 
◇潮位観測装置及び映像監視装置３局 
（名足、荒砥、長清水）⇒平成 25年度完了 

４ 

現状 

～主な事業の実施状況～ 

●防災行政無線ｼｽﾃﾑ復旧整備事業 

※震災で被災した本体システム等

の整備 

●消防団再編成事業 

 
 

※分団、班の再編成を検討中 
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行政機能の回復 
 

 

 

 

 

 

病院、学校、社会福祉施設の復旧と移動手段の確保 
（１）病院     （２）学校教育施設 

（３）社会福祉施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 
～主な事業の実施状況～ 

〔平成 23 年度〕 

●仮設診療所建設整備事業 

●被災文化財復旧整備事業 

●被災保育所等整備事業 

●介護ｻｰﾋﾞｽ事業所・施設等復旧支援事業 

〔平成 25 年度〕 

●社会体育施設災害復旧整備事業 

〔平成 2７年度〕 

●学校施設災害復旧整備事業 

（戸倉小学校） 

 

公立南三陸診療所 

 

現状 

名足小 

 
～平成24年度に一部損壊の５校の復旧工事完了～ 
志津川小・入谷小・伊里前小 ／ 志津川中・歌津中 

～復旧工事完了～ 
名足小(平成 25 年度)、戸倉小（平成 27年度） 

※すべての学校でスクールバスを運行中 

●社会教育施設等整備事業 

●児童生徒・教職員こころのケア推進事業 

●社会福祉施設等復旧・整備事業 

●放課後児童健全育成事業 

 

産業の復旧 
（１）水産業 （２）農業 （３）林業 

（４）商工業 （５）観光 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～主な事業の実施状況～ ６ 

〔平成 23 年度〕 

水産業 仮設魚市場緊急整備事業 

〔平成 24 年度〕 

農  業 農業用施設災害復旧事業 

林  業 林業用施設災害復旧事業 

〔平成 25 年度〕 

水産業 シロサケふ化放流緊急整備事業  

農  業 農地災害復旧事業 

農  業 耕作放棄地再利用緊急対策事業  

農  業 東日本大震災農業生産対策事業  

林  業 森林塩害対策支援事業業 

 

 

〔水産業〕魚市場水揚金額 
震災前：約 16億円（H21年度） 
震災後：約 21億円（H26年度） 

〔水産業〕養殖取扱高 
震災前：約 41億円（H21年度） 
震災後：約 31億円（H26年度） 

〔農 業〕 
◇復旧工事対象面積 224ha 
⇒224ha着手、73.5ha 完了 

◇施設園芸は 158棟のうち 61棟が
復旧済み 

〔商工業〕 
◇被災した 473 事業者のうち 262
事業者が営業継続（再開） 

◇伊里前福幸商店街(H23.12)､南
三陸志津川福興名店街(南三陸
さんさん商店街/H24.2)がｵｰﾌﾟﾝ 

〔観光業〕観光入込客数 
震災前：約 108 万人（H22） 
震災後：約 36 万人（H23） 

：約 88 万人（H25） 
：約 76 万人（H26） 

 
  

 

現状 

水産業 漁港施設等災害復旧事業 

水産業 水産加工場等施設整備事業 

水産業 養殖・沿岸漁業等復旧支援事業  

水産業 シロサケふ化放流事業 

工 業 企業立地奨励事業 

観光業 各種イベント開催（復興・ 

物産・観光・異業種交流） 

商工業 商店街形成支援事業 

 

 

公立南三陸診療所 

 
名足小 

 

〔平成 23 年度〕 

●役場仮庁舎整備事業 

〔平成 25 年度〕 

●総合行政ネットワーク（LGWAN）

再構築事業 

 

●公共ネットワークシステム再整備

事業 

※各種住民向けサービス・システム

の再整備、町外避難者支援等  

●復興計画推進会議 

 

８ 

〔平成 23 年度〕 
●役場仮庁舎整備事業 
〔平成 25 年度〕 
●総合行政ネットワーク（LGWAN）
再構築事業 
 

～主な事業の実施状況～ 

●公共ネットワークシステム再整
備事業 
※各種住民向けサービス・システ
ムの再整備、町外避難者支援等 

   

完了した事業 
工事や助成･支援、活動等が 

具体的に始まっている事業 

構想や計画等の検討段階、 

実施の準備段階の事業 
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〔まちづくりの動向〕 
 

H25 

 

H27 

 
H28 

 
H29 

 

まちづくり協議会設立（ ） 

 
 

 

三陸縦貫自動車道開通①【予定】 
登米東和 IC～(仮称)志津川 IC 

 

H26 

 

志津川地区ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ（H26.5.26 報告会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※H27.12 開院【予定】 

三陸縦貫自動車道開通②【予定】 

(仮称)志津川 IC～(仮称)南三陸海岸 IC 
 三陸縦貫自動車道開通③【予定】 

(仮称)南三陸海岸 IC～(仮称)歌津 IC 

町役場新庁舎(本庁舎･総合支所)完成【予定】 

H23 

 H24 

 

ＢＲＴ本格運行開始（Ｈ24.12） 

防潮堤沿い遊歩道（イメージ） 

イメージパース 

「復興事業計画」の進捗状況 

安心して暮らし続けられるまちづくり 

（１）命を守る土地利用への転換 
（２）地域コミュニティの再構築 
（３）生命と財産を守る防災と減災のまちづくり 
（４）防災・減災システムの整備 
（５）命を守る交通ネットワークの整備 
（６）災害に強い情報通信手段の確保と地域情報化の推進 
（７）安心を実感できる保健・医療・福祉のまちづくり 

目標１ 
南三陸町 
の人口 

17,666人 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

震災前（平成 23年２月） 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

13,952人 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

現在（平成 27年８月） 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

町内 3,082人（1,040世帯）  
町外  713人（ 303世帯） 
合計 3,795人（1,343世帯） 

※出典：南三陸町応急仮設住宅データ（Ｈ27.8.31 在） 

県内   270世帯（うち町内 24世帯） 
       県外    62世帯          

合計   332世帯 
※出典：南三陸町被災者生活支援センターデータ（Ｈ27.8.31 現在） 

  

 
 

震災前から 
3,714人減 

前月(７月) 

との差 
23人減 

応急 
仮設住宅 
の入居 

 

みなし 
仮設 

入居世帯 

 

前月(7月)との差 
128人(38世帯)減 

～町営枡沢復興住宅（災害公営住宅）～ 

〔漁業集落防災機能強化〕 

◇23漁港 28 地区の全地区で、集落道（避難道

路）・防災施設・水産用地などの整備にむけ

て実施設計中 

〔地域防災計画〕 

◇平成 26年 3月 計画本体の見直し完了 

◇計画によって指定避難場所・避難所の指定 

〔防災集団移転促進事業〕（計画：863 区画／28団地） 
 

 

 
 

現状 

H25  41区画 ／  6団地竣工 

H26 191区画 ／ 13団地竣工 

H27 23区画※／  1 団地竣工 
※志津川地区東団地の一部完成

15区画を含む 

【合計（H25～27）】 

255区画／ 20団地竣工 
（平成 27年 9月 1日現在） 

〔災害公営住宅〕（計画：738 戸／8 地区） 

◇名足地区･入谷地区・枡沢地区が完成（104戸） 

◇名足・入谷は平成 26 年 8 月から、枡沢は平

成 27 年 2月から入居開始 

 
 

 

 
 

団地名 
入居予定時期（年度） 整備 

戸数 H26 H27 H28 H29 

入谷地区 入居開始 ８月～    51 

名足地区 入居開始 ８月～    33 

枡沢地区 入居開始 ２月～    20 

伊里前地区     60 

戸倉地区     80 

志津川東地区     265 

志津川中央地区     147 

志津川西地区     82 

 

地区 進捗率（進捗月数／完了までの月数） 団地数 

歌 津 
 

１１ 94.3％  
 

志津川 
 

６ 79.3％     
 

志津川市街地 

 

３ 71.3％       
 

戸 倉 

 

８ 94.3％  
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●井戸マップ作成事業 

〔平成２３年度〕各家庭の井戸の所在確認、水質検査 

●地域防災計画の見直し 

〔平成２５年度〕計画見直し及び避難所・避難場所の 

指定 

●集落高台移転事業（防災集団移転促進事業） 

〔平成２５年度〕６団地（堺、長羽、荒砥、平磯、 
袖浜、藤浜） 

〔平成２６年度〕13 団地（田の浦、石浜･名足、名
足保育園南、生活ｾﾝﾀｰ
西、泊浜、館浜、寄木･韮
の浜、西田･細浦、西戸、
波伝谷松崎、波伝谷、津
の宮合羽沢、津の宮原） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔平成２７年度〕1 団地（長清水） 

●災害復興公営住宅整備事業 

〔平成２６年度〕3 地区（名足、入谷、枡沢） 

●志津川被災市街地復興土地区画整理事業 

（都市再生区画整理事業） 

●志津川被災市街地整理事業 
（津波復興拠点市街地整備事業） 

●伊里前中心市街地整備事業 

●防潮堤整備事業 

●被災地域交流拠点整備事業 
（地区集会施設整備・復旧） 

●自主防災組織育成事業 

●災害時要援護者支援体制構築事業 

（支え合いネットワーク事業） 

●地域消防力整備事業 

●地域公共交通再構築事業 

●新病院建設事業 

●保健センター整備 

●子育て支援拠点整備事業 

（南三陸町地域子育て支援センター） 
（戸倉地区・歌津地区） 

●災害公営住宅家賃低廉化事業・東日本大震災

特別家賃低減事業 

●南三陸町公共施設等総合管理計画策定及び調査事業 
 

●松原総合運動公園災害復旧事業 

●役場庁舎（本庁舎・総合支所）建設事業 

●漁業集落防災機能強化事業 

●防災備蓄倉庫等整備事業 

●津波避難誘導標識設置事業 

●介護施設等整備事業 

●子育て支援拠点整備事業 
（志津川地区） 

●子ども・子育て支援事業 

●周産期医療ネットワーク事業 

   

完了した事業 
工事や助成･支援、活動等が 

具体的に始まっている事業 

構想や計画等の検討段階、 

実施の準備段階の事業 

～主な事業の実施状況～ 

 

●集落高台移転事業（防災集団移転促進事業） 

●災害復興公営住宅整備事業 

住宅建設が進む団地 

平成 25 年 10 月に事業認可を受け

て、なりわい再生のための土地の嵩上

げ等の工事が進行中です。 

被災市街地復興土地区画整理事業 子育て支援拠点施設 

 戸倉地区     

歌津地区 

イメージパース     

イメージパース     

地 区 工 期

１ 港地区 Ｈ26～27

２ 田の浦地区 Ｈ26～28

３ 石浜地区 Ｈ26～28

４ 名足地区 Ｈ26～28

５ 中山地区 Ｈ26～27

６ 馬場地区 Ｈ26～28

７ 寄木地区 Ｈ26～27

８ 韮の浜地区 Ｈ26～28

９ 細浦地区 Ｈ26～28

10 清水地区 Ｈ26～28

11 荒砥地区 Ｈ26～28

12 折立・水戸辺地区 Ｈ26～28

13 津の宮地区 Ｈ26～28

14 滝浜地区 Ｈ26～28

15 藤浜地区 Ｈ26～28

16 寺浜地区 Ｈ26～28

17 平磯地区 Ｈ26～27

18 袖浜地区 Ｈ26～28

19 林・大久保地区 Ｈ26～28

20 泊浜・稲渕・館浜地区 Ｈ26～28

21 伊里前地区 Ｈ26～28

22 在郷・波伝谷地区 Ｈ26～28

23 長清水地区 Ｈ26～27

漁業集落防災機能強化事業 

◇集落道(避難道路)・防災施

設・水産用地などの整備等 
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自然と共生するまちづくり 

（１）自然環境の保全 
（２）エコタウンへの挑戦 
（３）生活衛生環境の保全 
（４）ふるさとを想い、復興を支える「人づくり」 

目標２ ～主な事業の実施状況～ 

●河川、海域の水質検査事業 

●循環型社会形成推進交付金事業（浄化槽設置事業）  

●低炭素社会対応型浄化槽等集中導入事業 

●下水道処理区域内住宅等の高台移転に係る補助事業  

（下水道等受益者浄化槽設置工事補助事業） 

●住宅用太陽光発電導入支援対策補助事業 

●公共施設における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ等導入事業 

●省エネルギー対策推進事業 

●産業廃棄物不適正処理防止に向けた自治体間連携強化  

●埋蔵文化財発掘調査事業 

●芸術文化振興事業 

●中高一貫教育推進事業 

●災害教訓の伝承・防災教育の推進 

●児童生徒通学手段緊急確保事業 

●学校施設環境改善事業 

●おらほのまちづくり支援事業 

●豊かな体験活動推進事業 

●下水道整備事業（伊里前処理区） 

●環境基本計画策定事業 
 

●都市公園事業（南三陸町震災復興祈念公園等） 

●自然環境活用センターの復旧整備事業 

●廃棄物処理施設解体及び整備 

●指定文化財等災害復旧支援事業 

●学校給食センター整備事業 

 

 

 

 

〔水質検査〕 
◇11河川（16地点）、7漁港（7 地点）について、
年 4回実施 

〔下水道〕 
◇伊里前処理区では処理場を稼動し汚水処理を実
施（伊里前地区 2 箇所の防集団地の汚水処理に
ついては、災害復旧事業により管渠接続実施中） 

〔自然環境活用センター〕 
◇学習・交流施設として基本構想を策定 

〔再生可能エネルギー等導入〕 
◇10施設申請（平成 26 年度事業として県が承認） 

〔一般廃棄物処理〕 
◇地域バイオマス産業化整備事業実施計画候補者
を決定、事業者と覚書締結（事業者において補
助金申請） 

※平成 27年度から一般廃棄物処理を委託 
〔防災教育〕 
◇防災教育等策定委員会の立ち上げ 
◇防災マニュアル（教職員向け）が完成

現状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔復興まちづくり協議会〕 
◇志津川、伊里前、戸倉の３地区で支援 

〔持続可能な海・山づくり〕 
◇町有林（直営林）813.74ha を対象とした、フォ
レストック認定制度に基づく二酸化炭素吸収量
の認定（H25.2） 

◇平成 26年度から、首都圏等での地域産品プロモ
ーションを実施 

〔農山村地域復興基盤総合整備〕 
◇農地の生産基盤整備（区画整理）等のための事
業認可申請済み（H25.2.1）  

〔観光・体験・交流促進事業〕 
◇南三陸ポータルセンター（交流促進施設）がオ
ープン（H25.8.1）  

〔卸売市場施設〕 
◇本設の衛生管理型市場として建設工事に着手 

現状 

なりわいと賑わいのまちづくり 

（１）産業の再生・発展 
（２）雇用の創出と交流人口の拡大 

目標３ 
〔平成 23年度〕 
●小型船舶共同化推進事業 
〔平成 24年度〕 
●栽培漁業関連復興支援事業 
●漁業集落排水施設整備事業 
●農業用施設災害復旧事業 

●復興まちづくり協議会運営支援事業（住民合意形成促進事業）  

●持続可能な海・山づくり事業 

●農山漁村地域復興基盤総合整備事業 

●被災地域農業復興総合支援事業 

●卸売市場施設復興事業 

●シロサケふ化場整備事業〔小森ふ化場〕 

●観光・体験・交流促進事業 

●起業支援事業 

●南三陸町人口ﾋﾞｼﾞｮﾝ・総合戦略策定・推進事業 

●観光施設再生支援事業 

●感謝・絆プロジェクト推進事業 

●地域交流拠点形成推進事業 

●移住定住促進事業 

●まちづくり会社設立支援事業 

●シロサケふ化場整備事業〔水尻ふ化場〕 

 

 

 

 

～主な事業の実施状況～ 

 

   

完了した事業 
工事や助成･支援、活動等が 

具体的に始まっている事業 

構想や計画等の検討段階、 

実施の準備段階の事業 
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（参考）震災復興計画事業一覧（平成 27 年９月時点） 

※網掛けの事業は「震災復興計画の主な事業の進捗状況」に記載されている事業を示す 

 

緊急対応すべき重点項目 
  １．被災者の生活支援と自立生活への誘導 

    ●応急仮設住宅維持管理事業 

    ●災害義援金支給 

    ●災害援護資金貸付金 

    ●被災者生活再建支援事業 

    ●災害弔慰金・見舞金給付事業 

    ●心の健康づくり（心のケア）事業 

    ●生活支援員の配置 

    ●被災者生活支援センター運営委託事業 

    ●福祉仮設住宅生活支援委託事業 

    ●被災地域交流拠点整備事業（地区集会施設整備・復旧） 

    ●地域公共交通再構築事業（調査事業） 

    ●地域公共交通再構築事業（バス運行事業） 

    ●コミュニティバス運行事業 

    ●おらほのまちづくり支援事業 

  ２．ライフラインと河川堤防・護岸の仮復旧 
    ●公共土木施設災害復旧事業（河川） 

    ●公共土木施設災害復旧事業（町道） 

    ●交通安全施設整備事業 

    ●上水道施設等整備事業 

  ３．災害廃棄物の処理 

  ４．消防・防災機能の早期回復 
    ●消防団再編成事業 

    ●指定避難所・避難場所再指定事業 

    ●防犯灯整備事業 

  ５．雇用の確保 

    ●緊急雇用創出事業 

    ●無料職業紹介事業 

  ６．産業の復旧 
    ●漁港施設等災害復旧事業 

    ●水産関連仮施設整備支援 

    ●水産加工場等施設整備事業 

    ●養殖業・漁船漁業等再生支援事業 

    ●シロザケふ化放流事業 

    ●商店街形成支援事業 

    ●企業立地奨励事業 

    ●各種イベント開催（復興・物産・観光・異業種交流） 

  ７．病院、学校、社会福祉施設の復旧と移動手段の確保 

    ●社会教育施設等整備事業 

    ●児童生徒・教職員こころのケア推進事業 

    ●社会福祉施設等復旧・整備事業 

  ８．行政機能の回復 
    ●行政機能回復に向けた総合的支援の要望 

    
●公共ネットワークシステム再整備事業（デジタルサイネージ

使用料） 

    ●地域イントラネット基盤施設運用事業 

目標１ 安心して暮らし続けられるまちづくり 

  １．命を守る土地利用への転換 
    ●集落高台移転事業（防災集団移転促進事業） 

    ●漁業集落防災機能強化事業 

    
●志津川被災市街地復興土地区画整理事業（都市再生区画

整理事業） 

    ●志津川被災市街地整理事業（津波復興拠点市街地整備事業） 

    ●漁港施設機能強化事業 

    ●防潮堤整備事業 

    ●復興まちづくり総合コーディネート事業 

    ●松原総合運動公園災害復旧事業 

    ●志津川市街地復興コーディネート事業 

    ●志津川市街地復興調査設計業務 

    ●志津川上水道及び排水路整備事業 

    ●漁業集落防災機能強化効果促進事業 

    ●伊里前中心市街地整備事業 

    ●集落高台移転計画策定事業（防災集団移転促進事業） 

    ●志津川被災市街地整理事業(防災集団移転促進事業) 

    ●漁業集落排水施設撤去事業 

    ●志津川地区都市計画マスタープラン作成事業 

    ●志津川地区八幡川右岸土地利用検討 

    ●景観形成誘導方策検討 

    
●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） 

    ●被災者住宅再建等補助事業 

    ●役場庁舎（本庁舎）建設事業 

    ●役場庁舎（総合支所）建設事業 

    ●防災備蓄倉庫等整備事業 

    ●南三陸町公共施設等総合管理計画策定及び調査事業 

    ●災害復興公営住宅整備事業 

    ●災害公営住宅家賃低廉化事業 

    ●東日本大震災特別家賃低減事業 

    ●町営住宅家賃減免事業 

    ●災害公営住宅集会所エアコン等設置事業 

    ●災害公営住宅集会所備品購入事業 

    ●災害公営住宅駐車場整備事業 

    ●復興地域づくり加速化事業 

    ●住民合意形成促進事業 

    ●集落接続道路整備事業（社総交復興枠） 

    ●津波避難誘導標識設置事業 

    ●エネルギー等供給複層化の推進 

    ●上水道施設等整備事業 

    ●水道給水装置設置補助金（独自支援） 

  ２．地域コミュニティの再構築 
    ●被災地域交流拠点整備事業（地区集会施設整備・復旧） 

    ●おらほのまちづくり支援事業 

    ●自主防災組織育成事業 

  ３．生命と財産を守る防災と減災のまちづくり 

    
●住宅建築安全ストック形成事業（住宅・建築物耐震診断助

成事業） 

    ●住宅建築安全ストック形成事業（住宅・建築物耐震改修事業） 

    ●町営住宅管理業務 

    ●町単独住宅整備事業 

    ●応急仮設住宅入退去等管理 

  ４．防災・減災システムの整備 

    ●自主防災組織育成事業 

    ●指定避難所・避難場所再指定事業 

    ●自治体間等の相互応援体制の構築 

    ●防犯灯整備事業 

    ●災害時要援護者支援体制構築事業 

    
●災害時要援護者支援体制構築事業（支え合いネットワーク

事業） 

    ●災害備蓄経費 

    ●防災行政無線システム再整備事業 

    ●町外避難者情報提供事業 

    ●防災行政無線システム維持管理事業 

    ●地域消防力整備事業 

    ●消防団再編成事業 

    ●南三陸町消防施設建設事業（負担金） 

    ●都市公園事業（南三陸町震災復興祈念公園等） 

    ●災害教訓の伝承・防災教育の推進 
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    ●震災復興モニュメント整備事業 

    ●復興関連アーカイブ事業 

    ●東日本大震災犠牲者追悼式 

  ５．命を守る交通ネットワークの整備 
    ●ヘリポート整備事業 

    ●道路防災震災対策事業 

    ●交通安全施設整備事業 

    ●国道 45号道路整備促進 

    ●地域公共交通再構築事業（調査事業） 

    ●地域公共交通再構築事業（バス運行事業） 

    ●高齢歩行者等交通弱者に対する交通安全対策事業 

    ●歌津地区連絡道路整備事業 

    ●折立地区移転跡地整備事業 

    ●市街地排水路整備事業 

    ●道路事業(復興拠点連絡道路) 

    ●防災高台接続道路事業（道路整備事業) 

    ●道路事業（高台避難道路） 

    ●入谷地区道路整備事業 

    ●港地区復興まちづくり加速化事業 

    ●名足線他道路舗装補修事業 

    ●ＪＲ気仙沼線鉄道復旧促進事業 

  ６．災害に強い通信手段の確保と地域情報化の推進 

    
●辺地共聴施設整備事業（通常対策） 

   復興まちづくりＩＣＴ基盤整備事業（被災者対策） 

    ●情報通信手段複層化事業 

    ●情報システム整備推進事業 

    ●行政手続きオンライン化推進事業 

    
●公共ネットワークシステム再整備事業（デジタルサイネージ

使用料） 

  ７．安心を実感できる保健・医療・福祉のまちづくり 
    ●新病院建設事業 

    ●地域医療供給整備事業 

    ●病院経営健全化推進事業 

    ●医療従事者確保・流出防止支援事業 

    ●周産期医療ネットワーク事業 

    ●地域医療連携システム構築事業 

    ●心の健康づくり（心のケア）事業 

    ●健康づくり支援事業 

    ●保健センター整備（志津川） 

    ●保健センター整備（歌津） 

    ●歯科口腔保健及び食生活支援等事業 

    ●生活支援員の配置 

    ●介護職員初任者研修 

    ●高齢者生活支援・生きがい健康づくり事業 

    ●地域いきいき支援体制づくり事業 

    ●介護施設等整備事業 

    ●生活機能調査事業 

    ●被災者生活支援センター運営委託事業 

    ●福祉仮設住宅生活支援委託事業 

    ●高齢交通事故傷病者抑制目的の交通安全教育事業 

    ●社会福祉施設等復旧・整備事業 

    ●地域生活支援事業の充実 

    ●母子・父子保健の推進 

    ●子ども医療費助成事業 

    
●子育て支援拠点施設整備事業（南三陸町地域子育て支援

センター） 

    
●子育て支援拠点施設整備事業（志津川地区子育て支援拠

点施設） 

    
●子育て支援拠点施設整備事業（歌津地区子育て支援拠点

施設） 

    
●子育て支援拠点施設整備事業（戸倉地区子育て支援拠点

施設） 

    ●待機児童解消推進事業 

    ●ボランティアセンター施設整備事業 

    ●敬老事業 

    ●医療費・自立支援給付事業 

    ●心身障害者医療費助成事業 

    ●地域福祉計画の策定 

    ●障害者計画・障害福祉計画の策定 

    ●地域福祉活動団体等の育成と支援 

    ●子ども・子育て支援事業 

    ●自殺予防セミナー 

目標２ 自然と共生するまちづくり 
  １．自然環境の保全 
    ●下水道整備事業 

    ●循環型社会形成推進交付金事業（浄化槽設置事業） 

    ●河川、海域の水質検査事業 

    ●都市公園事業（南三陸町震災復興祈念公園等） 

    ●自然環境活用センターの復旧整備推進 

  ２．エコタウンへの挑戦 

    ●エコカレッジ事業 

    ●住宅用太陽光発電導入支援対策補助事業 

    ●公共施設における再生可能エネルギー等導入事業 

    ●環境基本計画策定事業 

    ●省エネルギー対策推進事業 

    ●衛生組合長等との連携強化 

    ●生ごみ及び余剰汚泥肥料化事業 

    ●環境美化活動の推進 

    ●ごみ収集運搬等事業 

    ●廃棄物処理施設解体及び整備 

  ３．生活衛生環境の保全 
    ●水道給水装置設置補助金（独自支援） 

    ●下水道整備事業 

    ●循環型社会形成推進交付金事業（浄化槽設置事業） 

    ●計画的なし尿収集業務の推進 

    ●低炭素社会対応型浄化槽等集中導入事業 

    
●下水道処理区域内住宅等の高台移転に係る補助事業（町

単） 

    ●産業廃棄物不適正処理防止に向けた自治体間連携強化 

  ４．ふるさとを想い、復興を支える「人づくり」 

    ●埋蔵文化財発掘調査事業 

    ●芸術文化振興事業 

    ●無形民俗文化財再生支援事業 

    ●指定文化財等災害復旧支援事業 

    ●魚竜化石保護施設整備事業 

    ●文化財展示施設整備事業 

    ●豊かな体験活動推進事業 

    ●特別支援教育推進事業 

    ●登校支援対策事業 

    ●中高一貫教育推進事業 

    ●次世代を担う児童生徒の交通安全意識の育成 

    ●小中学校学力向上推進事業 

    ●協働教育推進総合事業 

    ●家庭教育支援推進事業 

    ●児童生徒・教職員こころのケア推進事業 

    ●就学援助（奨励）事業 

    ●情報教育推進事業 

    ●青少年の進路選択と将来展望の動向調査把握 

    ●災害教訓の伝承・防災教育の推進 

    ●青少年ふるさと学習交流事業 

    ●生涯学習推進大会 

    ●生涯スポーツ振興事業 

    ●図書館運営事業 

    ●生涯学習活動支援事業 

    
●スポーツ少年団・社会体育交流事業（運動不足解消による

心の健康増進事業） 

    ●国際理解教育推進事業 
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    ●児童生徒通学手段緊急確保事業 

    ●通学区域適正化事業 

    ●教職員の充実（資質向上・加配の要望） 

    ●学校施設環境改善事業 

    ●学校給食センター整備事業 

    ●学校施設防災機能強化事業 

    ●まちづくり出前講座 

    ●社会教育施設等整備事業 

    ●被災地域交流拠点整備事業（地区集会施設整備・復旧） 

    ●おらほのまちづくり支援事業 

    ●ふるさとまちづくり・ひとづくり交流創出事業 

目標３ なりわいと賑わいのあるまちづくり 
  １．産業の再生・発展 
    ●復興まちづくり協議会運営支援事業（住民合意形成促進事業） 

    ●まちづくり会社設立支援事業 

    ●移住定住促進事業 

    ●南三陸町人口ビジョン・総合戦略策定・推進事業 

    ●漁業集落防災機能強化事業 

    ●養殖業・漁船漁業等再生支援事業 

    ●水産加工場等施設整備事業 

    ●シロザケふ化場整備事業 

    ●水産種苗放流事業 

    ●卸売市場施設復興事業 

    ●持続可能な海･山づくり事業 

    ●水産加工場用地塩水取排水施設整備事業 

    ●卸売市場運営事業 

    ●天災資金利子補給（農林業） 

    ●農山漁村地域復興基盤総合整備事業 

    ●園芸特産重点強化整備事業 

    ●農山村地域活性化推進対策事業 

    ●被災地域農業復興総合支援事業 

    ●経営再開マスタープラン作成事業 

    ●中山間地域等直接支払交付金 

    ●豊かなふる里保全整備事業 

    ●多面的機能支払事業 

    ●液肥普及活動事業 

    ●東日本大震災農業生産対策事業 

    ●農業施設災害復旧事業 

    ●有害鳥獣被害防止事業 

    ●営農再開支援利子補給事業 

    ●木質バイオマス利活用推進事業 

    ●フォレストック認定事業 

    ●山の幸振興総合対策事業 

    ●宮城の松林健全化事業 

    ●林道施設災害復旧事業 

    ●ＦＳＣ認証事業 

    ●南三陸材利用促進事業 

    ●町有林保育事業 

    ●商店街形成支援事業 

    ●企業立地奨励事業 

    ●大学等試験研究機関との連携による産業形成支援 

    ●観光施設再生支援事業 

    ●観光キャンペーン（交流促進） 

    ●観光・体験・交流促進事業 

    ●地域交流拠点形成推進事業 

    ●訪日外国人誘致整備事業 

    ●国内旅行者誘致促進事業 

    ●フィールドミュージアム運営協議会事業 

  ２．雇用の創出と交流人口の拡大 
    ●無料職業紹介事業 

    ●緊急雇用創出事業 

    ●企業立地奨励事業 

    ●中小企業振興資金融資あっせん事業 

    ●中小企業振興資金利子補給事業 

    ●新規学卒者雇用促進奨励事業 

    
●応援自治体やボランティア等との交流（震災復興計画 絆・

感謝プロジェクト） 

    ●感謝・絆プロジェクト推進事業 

    ●起業支援事業 

 

 


