復興へ頑張ろう！宮城

（平成２４年６月１日～３０日現在）
平成 24 年７月１０日発行 宮城県仙台土木事務所
さ

＜仙台土木事務所 災害復旧事業に係る復旧方針＞
１． 道路災害復旧工事のうち路面災については，全て７月中に発注する。
２． 協議設計箇所を除く河川災害復旧工事については，全て７月中に発注する。
３． 河川，海岸等の協議設計箇所に係る業務委託については，全て７月中に発注する。
４． 協議設計箇所については，早期の保留解除・用地買収・工事着工に向けたスケジュールを定め，着
実に実施する。

◇災害復旧工事の進捗状況（平成２４年６月３０日現在）
○災害復旧工事の着手率は，道路及び河川関係を合わせて箇所ベースで

金額ベースで約９％です。

※着手率：工事の完了箇所又は工事に着手した箇所の割合を示す。
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◇河川・海岸・砂防関係
○６月は，１箇所の災害復旧工事が完了しました。
完了箇所：二級河川七北田川水系仙台川 仙台市青葉区双葉ヶ丘地内
○６月は，１４箇所の復旧工事に着手し。現在，４２箇所で工事（工事中）を行っています。
■河川災の復旧状況
＜二級河川七北田川水系仙台川 仙台市青葉区双葉ヶ丘地内 法面復旧＞
仙台川
（仙台市青葉区双葉ヶ丘）

仙台土木復旧・復興のあゆみ
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◇道路関係
○６月は，１箇所の災害復旧工事が完了しました。これで，全体の約４％が完了しました。
完了箇所：（一）大和幡谷線 大郷町不来内地内
○６月は，２６箇所の復旧工事に着手し。現在，１８８箇所で工事（工事中）を行っています。
■路面災の復旧状況

（一）大和幡谷線

＜（一）大和幡谷線 大郷町不来内地内＞
（主）仙台松島線

（主）仙台岩沼線

＜(主)仙台岩沼線 名取市高舘地内（５月末完了）＞
■道路部からのお知らせ
現在、管内全域で道路災
害復旧工事を進めており、地
域の方々に渋滞・騒音など、
ご不便・ご迷惑をおかけして
おりますが、ご協力をよろしく
お願いします。

＜（主）仙台松島線 利府町森郷地内（工事中）＞

.■愛媛県からの応援職員（～７月３１日まで）
仙台土木事務所では、地方自治法に
基づき、県外から２２名の応援を頂いて
おります。
道路部では、災害復旧業務に携わっ
ている愛媛県からの３名が７月３１日をも
って帰県し、８月に愛媛県から新たな職
員が派遣されることとなります。
これまで獅子奮迅の勢いを持って早期
の復旧・復興のため尽力していただきあり
がとうございました。

○山内氏

○西岡氏

仙台土木復旧・復興のあゆみ

○藤枝氏
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◇復興交付金事業の進捗状況（平成２４年６月３０日現在）
東日本大震災復興交付金（以下「復興交付金」と
いう。）は、平成 23 年 12 月に成立した東日本大震
災復興特別区域法（以下「復興特区法」という。）に
より、著しい被害を受けた地域の復興地域づくりに必
要となる事業を対象に、被災地方公共団体が自ら
の復興プランの下に進める地域づくりを支援し、復
興を加速させる目的で創設されました。
なお、復興特区法の対象地域は 11 道県 227 市
町村となっており、宮城県の場合、県内 35 市町村
すべてが対象となっています。
事業には、基幹事業と効果促進事業があり、基
幹事業は、5 省の 40 事業が対象となっています。

(都)名取駅閖上線

(主)塩釜亘理線(閖上)

名取市

松島町

岩沼海浜緑地周辺津波防災緑地
(一)岩沼海浜緑地線(二の倉)

大郷町

岩沼市
(主)塩釜亘理線(早股寺島)
利府町
(一)荒浜港今泉線(一般部)

(都)築港大通線)
塩釜市

(一)荒浜港今泉線(堤防部)
七ヶ浜町
亘理町
(都)八幡築港線(２)
(主)相馬亘理線(山寺)
(主)塩釜七ヶ浜多賀城線(菖蒲田)

山元町

(主)相馬亘理線(坂元他)

第１，２回で配分された管内の復興交付金事業

平成２４年６月３０日現在

第１回，２回配分
市町村名

事業名

路線名

現在の取組状況
事業費（百万円）

道路事業（市街地相互の接続道路）

（都）八幡築港線（２）

100

路線測量，道路詳細設計，一部用地測量を契約済み

道路事業（市街地相互の接続道路）

（都）築港大通線

108

路線測量，道路詳細設計を契約済み

道路事業（市街地相互の接続道路）

（主）塩釜亘理線（閖上）

50

土地区画整理事業の進捗に合わせ調査設計を発注予定

道路事業（市街地相互の接続道路）

（都）名取駅閖上線

30

土地区画整理事業の進捗に合わせ調査設計を発注予定

道路事業（市街地相互の接続道路）

（一）岩沼海浜緑地線（二の倉）

60

路線測量，道路詳細設計，橋梁予備設計を発注済み

道路事業（市街地相互の接続道路）

（主）塩釜亘理線（早股寺島）

50

路線測量，道路詳細設計，用地測量を発注済み

都市公園事業（津波防災緑地）

岩沼海浜緑地周辺津波防災緑地

30

県庁で発注予定

道路事業（市街地相互の接続道路）

（一）荒浜港今泉線（堤防部）

821

直轄河川工事へ事業委託予定

道路事業（市街地相互の接続道路）

（一）荒浜港今泉線（一般部）

104

路線測量，道路詳細設計を契約済み

道路事業（市街地相互の接続道路）

（主）相馬亘理線（山寺）

2,810

関係機関との調整完了後，調査設計を発注予定

道路事業（市街地相互の接続道路）

（主）相馬亘理線（坂元他）

230

関係機関との調整完了後，調査設計を発注予定

（主）塩釜七ヶ浜多賀城線（菖蒲田）

100

路線測量，道路詳細設計を発注済み

塩釜市

名取市

岩沼市

亘理町

山元町
七ヶ浜町 道路事業（市街地相互の接続道路）
合計

仙台土木復旧・復興のあゆみ
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◇管内市町における復興まちづくり事業の主な取組状況（６月分）
■亘理町■

～災害危険区域を指定しました。（６月１８日）～
亘理町では，６月１８日に自然災害（東日本大震災）による危険の著しい区域を，建築基準法第 39 条の規定
に基づき，災害危険区域として条例で指定しました。区域内では，住宅，アパート，マンションなどの居住の用に
供する建築物の新増改築が出来なくなりました。
詳細は，下記ホームページをご覧下さい。
URL: http://www.town.watari.miyagi.jp/index.cfm/22,20230,html

■岩沼市■

～「玉浦西地区まちづくり検討委員会」を設立しました。（６月１１日）～
岩沼市は，防災集団移転先地である玉浦西地区のまちづくりについて，総合
的に検討するため，６月１１日に「玉浦西地区まちづくり検討委員会」を設立しま
した。検討委員会は，学識経験者，各地区代表者，周辺地区住民の２３名とア
ドバイザー３名で構成され，まずは８月末を目途に，まちのコンセプト，各地区の
配置方針や道路・公園など主要な公共施設の配置方針（ゾーニング）等につい
て検討していきます。６月２７日には，第２回目の検討会が開催されました。

～メガソーラー事業の民間事業者を選定しました。（６月２９日）～
岩沼市は，未来に向けた新しいまちづくりに際し，被災した土地を活用したエネルギー体制の確保や雇用の創
出等，当市の復興プロジェクトの具現化を目指すため，メガソーラーの事業主体となる民間事業者を募集しまし
た。市は，６月２９日付けで「日立製作所，丸紅，日本設計の企業体」を事業者に選定しました。提案では，年間
約３２ＭＷの発電量を計画しており，平成２６年度中の事業開始を目指しています。

■名取市■

～宅地嵩上げモデルを住民公開しました（６月３０日）～
名取市は，閖上地区で進めている現地再建復興計画で，住宅地区の
嵩上げ高さを住民に体験してもらうため，宅地嵩上げモデルを地区内に
設置し，６月３０日，一般公開しました。
嵩上げモデルは，宅地計画高さ（平均 TP:5.0m，盛土高 3.9m）と第２次
防御ライン高さ（TP:6.0m，盛土高 4.9m）の２種類があり，今次の津波高
さを青色版で表示しています。（設置場所で現地盤から 3.2m の高さ，左
写真の青ライン）

○問い合わせ先
宮城県仙台土木事務所 企画担当チーム
TEL：.022－297－4148
E-mail：sddbk@pref.miyagi.jp
HP ：http://www.pref.miyagi.jp/snd-doboku/
仙台土木復旧・復興のあゆみ
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