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（1） 策定の主旨 

 

東日本大震災の教訓を踏まえ，津波により壊滅的な被害を受けた沿岸市町の復旧・復興を進めていくために，

高台移転，職住分離，多重防御による大津波対策を沿岸防災の観点から進めているところです。住民の合意形

成を図り，復旧・復興を進めていくためには，まちづくりのプロセスを取りまとめ，「災害に強いまちづくり宮城モデル構

築に向けた取組」（以下，「取組」とします。）として広く周知を図ることで，県民に将来の復興の姿を示していく必

要があると考えています。 

そこで，今後 10 年間における復興の道筋を示す「宮城県震災復興計画」の復興のポイントの一つになっている

「災害に強いまちづくり宮城モデルの構築」を実践し，今回の大震災を踏まえた新しい視点でのまちづくりのあり方を

提唱します。 

   また，今後の防災対策として，国を始め，日本全国の都道府県及び市町村などの各地方公共団体の防災対

策へ活用できるよう東日本大震災からの復興の道筋を後世に伝えていきます。 

 

（2） 宮城県震災復興計画との関係 

 

 県は，平成 23年 10月に今後 10年間における復興の道筋を示す「宮城県震災復興計画」を策定しました。復興

を達成するまでの期間をおおむね10年間とし，平成32年度を復興の目標に定め，その計画期間を「復旧期」，「再

生期」，「発展期」の 3 期に区分しています。特に，復旧期の段階から，再生期・発展期に実を結ぶための復興の

「種」をまき，ふるさと宮城の復興に結びつけるものです。 

 

 

 単なる復旧にとどまらない抜本的な「再構築」を行い，先進的な地域づくりを行っていく必要があるため，以下の 10

項目を復興の推進ポイントとし，その実現に向けて国へ提案・要望するとともに，県民や市町村と一体となった取組を

推進します。 

 宮城県震災復興計画における復興のポイントの一つ目に「災害に強いまちづくり宮城モデルの構築」が掲げ

られ，これは高台移転，職住分離，多重防御による大津波対策など，沿岸防災の観点から震災教訓を活かした

災害に強いまちづくりを進めていくものです。 

 本取組は，この復興のポイント 1の実現に向けて，具体的な取組内容を取りまとめたものです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

復 旧 期
Ｈ23～Ｈ25
３年間

宮
城
県
の
復
興

再 生 期
Ｈ26～Ｈ29
４年間

発 展 期
Ｈ30～Ｈ32
３年間

1．災害に強いまちづくり宮城モデル構築に向けた取組の役割と位置づけ 

計画期間：10年間（目標：平成 32年度） 

学校病院

住宅■津波避難タワー
などの避難施設

高台

沿岸部

■高台移転
■職住分離

工場など

防潮堤

鉄道

防災緑地など

■交通基盤や防災緑地
による多重防御

海

建築制限区域

【 高台移転・職住分離・多重防御のイメージ 】

行政庁舎

■復興のポイント 

 1 災害に強いまちづくり宮城モデルの構築 

 2 水産県みやぎの復興 

 3 先進的な農林業の構築 

 4 ものづくり産業の早期復興による「富県宮城の実現」 

 5 多様な魅力を持つみやぎの観光の再生 

 6 地域を包括する保健・医療・福祉の再構築 

 7 再生可能なエネルギーを活用したエコタウンの形成 

 8 災害に強い県土・国土づくりの推進 

 9 未来を担う人材の育成 

 10 復興を支える財源・制度・連携体制の構築 
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（3） 宮城県社会資本再生・復興計画との関係 

 

 土木部では，「宮城県震災復興計画」の部門別計画として，「宮城県社会資本再生・復興計画」を平成 23 年

10 月に策定しました。この計画は，未曾有の大震災，大津波の教訓を踏まえて，大震災からの復興に向けた土

木・建築行政の基本理念をはじめ，今後 10 箇年の主要施策や行動計画等を盛り込み，新しい視点での社会資

本のあり方を提示したものです。 

 

「宮城県社会資本再生・復興計画」では，従来計画よりも豊かさや安全・安心を実感できる復興として，基本目

標 1 として「壊滅的な被害を回避する粘り強い県土構造への転換」を掲げ，「災害に強いまちづくり宮城モデルの構築」

を推進することとしています。 

本取組はその具体的な取組内容を取りまとめたものです。 

 

 
 

（4） その他の個別計画 

 

【宮城県復興住宅計画】 

土木部では，「宮城県震災復興計画」及び「宮城県社会資本再生・復興計画」に基づき，住宅分野における取

組をまとめ，被災した方々に対して，復興に向けて，快適で安心できる良好な居住空間を備えた恒久的な住宅を，

早期かつ円滑に整備し，今後の生活への展望が持てるように「宮城県復興住宅計画」を平成 23年 12月に策定し

ました。（平成 26年 10月 7日改定） 

 

●基本理念 

  「人命を守る」ことを最優先に，被災者の生活や地域を再生，再構築し，市町村のまちづくり計画と連動し，

安全性が確保され，安心して暮らせる環境と持続性をもった魅力ある住まいづくりを推進します。 

 

基本理念
次世代に豊かさを引き継ぐことのできる持続可能な宮城の県土づくり

県民の命と生活を守り，震災を乗り越え，宮城のさらなる発展に繋げる土木・建築行政の推進

基本方針

基本目標

かつてない賑わいや活力に満ち
た東北の発展と宮城の飛躍を支
える交流・産業基盤の整備

【基本目標１】 【基本目標２】 【基本目標３】

壊滅的な被害を回避する
粘り強い県土構造への転換

いつまでも安心して快適に暮ら
すことができる生活基盤の整備

（safety） （living & environment） （industrial activity support）

地域間連携の

強化

地域の発展を支え
る核となる社会資
本整備の推進

東北の発展を支え
る基幹的社会資
本整備の加速的
推進

地域資源を活用
した社会資本整
備の推進

快適で安心して

暮らせるまちづく

りの推進

環境に優しい社

会資本整備の

推進

多様な分野との
連携による社会
資本整備の推進

快適で安心できる

住まいづくりの

推進

被災した公共土

木・建築施設の早

期復旧

耐震強化対策の

加速的推進

多重防御などに
よる総合的な防
災力の強化

被災経験を踏ま

えた防災態勢の

再構築

主要施策
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●復興住宅に対する施策・取組について 

今後，整備が必要と見込まれる 72,000戸の住宅整備を推進します。  

①恒久的な住宅への支援  

関係機関と連携しながら，各種助成制度の情報提供や入居者へのケア等の支援を継続的に行い，仮設

住宅から恒久的な住宅への移行を支援します。  

②自力再建への支援  

国の取組や施策を活用し，個人の自力再建に向けて適切な支援を行います。  

③公的住宅の供給促進  

自ら住宅を確保することが困難な方に対して，災害公営住宅を中心として，良質で低廉な家賃の公的賃

貸住宅を早期に供給を図ります。 

 

●災害公営住宅等の整備  

①整備期間：平成 23年度から平成 30年度までの 8年間  

②整備戸数：約 16,100戸 （県における建設支援：約 2,229戸）  

 

（5） 災害に強いまちづくり宮城モデル構築推進委員会 

 

土木部では，東日本大震災により大きな被害を受けた沿岸地域における災害に強いまちづくりの実現に向けて，

被災市町や部内関係課（室）等の取組状況及び懸案事項などについて，相互に問題意識を共有し，スピード感

をもって復旧・復興事業に取り組むため，「災害に強いまちづくり宮城モデル構築推進委員会」を平成 24年 4月に設

置しました。 

委員会では，以下の 7 つの事項に対して協議，調整及び情報共有を進めていきます。委員会での議論の結果を

踏まえ，宮城県震災復興計画や宮城県社会資本再生・復興計画に基づく「災害に強いまちづくり宮城モデル」の構

築を図り，沿岸防災の観点から被災教訓を活かした災害に強いまちづくりを推進していきます。 

 

 

① 防潮堤等の沿岸防災施設及び復興まちづくりに関連する災害復旧事業について 

② 防災集団移転促進事業及び都市再生区画整理事業等の制度及び執行等に係る市町支援について 

③ 復興まちづくり事業に関する各種法律等の運用について 

④ 多重防御施設等の津波減災施設の整備について 

⑤ 復興まちづくりと連携した港湾及び空港の大津波等への防災対策について 

⑥ 土地評価及び用地取得について 

⑦ 災害公営住宅及び復興住宅の整備に係る市町の支援について 

 

 

この委員会の中での議論した内容や調整内容の結果を検討過程も含めて本取組で示します。 
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（1） 東日本大震災の被災状況 

 

●発生時刻：平成 23年 3月 11日 14時 46分 

●震源：三陸沖（牡鹿半島の東南東 約 130km付近）,Mw9.0,深さ約 24ｋｍ（暫定値） 

●宮城県栗原市で震度 7,宮城県,福島県,茨城県,栃木県で震度 6強など広い範囲で強い揺れを観測 

（宮城県栗原市築館で 2,933gal,防災科学技術研究所資料より） 

●太平洋沿岸を中心に高い津波を観測し,特に東北地方から関東地方の太平洋沿岸では大きな被害 

 

 
 

 各施設の被害の概要は以下のとおりです。 

①  人的被害 （平成 29年 3月 9日現在） ④ ライフライン被害 
死者            10,588人 

  直接死           9,633 人 
   関連死            925人 
行方不明者         1,232 人 
重傷              502 人 
軽傷                   3,615 人 

県内における電気，停電戸数はピーク時におい
て 1,545,494戸で発生し，水道の給水支障は県内
の 35 全市町村で発生しました。また，ガスの供給
支障は都市ガスを含めて，主に沿岸市町を中心に
13市町で発生しました。 
電気，停電戸数   1,545,494 戸（ピーク時） 
（平成 23年 6月 18日復旧） 
水道 給水支障    ピーク時：35市町村 
ガス 供給支障    ピーク時：13市町 

②  住家被害 （平成 29年 3月 9日現在） ⑤ 各施設の被害額 
 全壊           83,001棟 
半壊          155,129棟 
一部損壊         224,202棟 
床下浸水          7,796 棟 
非住家被害        26,796 棟 

 

③ 避難所・避難者数  
県内の避難所は，平成 23年 12月 30日に全て閉

鎖されましたが，ピーク時（平成 23年 3月 14日）
における避難所と避難所数は下記のとおりです。 
ピーク時：平成 23年 3月 14日 
避難所         1,183施設 
避難者数      320,885人 

【参考】応急仮設住宅入居状況（平成 24 年 11 月 2 日現在） 
 プレハブ住宅分    50,791 人 
 民間賃貸借上住宅分  58,050 人 
 

 

2．震災からの教訓      

<平成25年12月10日現在>

交通関係 103 億円

ライフライン施設 1,865 億円 道路 1,890 億円

保健医療・福祉施設 510 億円 橋梁 594 億円

建築物（住宅関係） 50,903 億円 河川 2,480 億円

民間施設等 9,906 億円 海岸 797 億円

農林水産関係 12,952 億円 砂防 8 億円

公共土木施設・交通基盤施設 12,568 億円 公園 217 億円

文教施設 2,010 億円 都市災 51 億円

廃棄物処理・し尿処理施設 69 億円 港湾 1,088 億円

その他の公共施設等 773 億円 下水道 3,717 億円

合計 91,660 億円 公営住宅 62 億円

空港関連施設 78 億円

土木部所管施設 5 億円

小計 10,987 億円

国直轄分 1,457 億円

NEXCO東日本 120 億円

宮城県道路公社分 4 億円

公共土木施設・

　　　　交通基盤施設 12,568 億円

住宅関係 51,272 億円

小計 63,840 億円

※四捨五入の関係で合計値が合

わない可能性があります。
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（2） 東日本大震災の教訓 

 

 

①第一線の海岸堤防に過度に依存した津波防災対策からの脱却 

【東日本大震災でみられた大津波の被災事象】 

○ 仙台湾を襲った今回の大津波は，高潮や波浪を対象に計画高を決定した第一線の海岸堤防をはるかに超え

て，内陸へ深く浸入しました。海岸線を越えて遡上した大津波は，地盤高の低い海岸線の松林を根こそぎ倒伏

させ，構造物をことごとく破壊しました。 

○ さらに，陸に上った津波は，戻り流れとなり，破壊した家屋や港湾貨物などを次々に海へ流出させ，第1波の

越流で破壊した海岸堤防をさらに陸側から破壊し，壊滅的な被害を与えました。 

○ 河川を遡上した津波は，地震動に耐えた河口付近の橋梁を波圧と揚圧力により落橋させました。また，リアス

式海岸での大津波は，すさまじい破壊力で海岸沿いに密集した家屋はもとより，RC 構造の業務ビルを基礎杭

諸共に倒壊させ，防潮堤，水門，港湾及び漁港などの沿岸部の施設を壊滅的に破壊しました。 

○ 大津波の発生に伴い，流出した燃料に起因する火災は，被害を拡大させ，避難や救助を妨げました。道路

は，がれきや大規模な浸水により通行が遮断され，電力の不通のため通信手段を失い，多くの避難所は，道

路が啓開されるまでの数日間孤立し，避難者の安否さえ不明でした。地域医療を担う多くの病院が被災し，か

ろうじて津波を逃れて救護されたにもかかわらず，十分な手当を受けられずに落命する被災者も見られました。救

援物資は届かず，必要な物資が不足し，運搬するための車両や燃料すら手配が困難でした。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

これまで，宮城県では多くの災害を経験し，被災を教訓として，より安全で安心な県

民生活が営むことができるように，防災態勢の強化，防災関連施設の技術的な指針の

見直しとともにより大きな外力に対しても耐えうることが可能となる社会資本の整備及び防

災意識の啓発のための取組を進めてきました。 

 今回の東日本大震災は，未曾有の大災害となり，今まで進めてきた防災対策に対して

多くの課題が示されました。復旧・復興を進めていくためには，これらを教訓として，従来と

は違った新しい制度設計や思い切った手法を積極的に取り入れて，単なる復旧にとどまら

ない抜本的な「再構築」を行っていく必要があります。 

 ここでは，「災害に強いまちづくり宮城モデル」を実践するために，東日本大震災から得ら

れた教訓について示します。 

【東日本大震災の教訓】 

●仙台湾南部海岸のような低平地では，海岸堤防に加え，道路などの嵩上げや避難計画等を

組み合わせた多重防御により，背後地を減災できるような施設配置が必要 

●三陸地域のようなリアス式海岸の地区では，多重防御が難しいため津波来襲時にも浸水しな

い高台に居住地を設置することが必要 
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【被災経験を踏まえた大津波対策の考え方】 

○ 四方を海に囲まれ人口や資産が沖積平野の低平地に集中している我が国は，日頃から大地震と大津波の脅

威にさらされています。そのため，大津波による浸水が想定される地域では，発生頻度や被害想定の大きさに対

応した防災対策を講じて，合理的な国土利用を図ることが求められます。 

○ 比較的発生頻度の高い津波に対しては，生命・財産の保護や経済活動の場を確保するため，一定程度の

津波高を想定した海岸堤防の整備により，津波を防御しなければなりません。この場合の整備目的は，①人命

を守る，②堤内の資産を守る，③安定した経済活動を確保すること等です。 

○ 第一線の海岸堤防を乗り越えるような大津波の場合には，津波が越流したとしても，壊滅的な被害とならな

いよう，安全で確実に避難できる避難路や避難施設を設置することに加え，適時適切に災害情報を提供する

ことなどにより，命を守ることを最優先にして，危険を回避することが重要です。そのため，防災施設の機能が容

易に滅失しない粘り強い構造にすることや各種施設等に一層の耐災性を具備することはもとより，土地利用計

画による誘導を図るなど，様々な施策を組み合わせて，被害を最小限に抑えるような総合的な大津波対策を

講じることが必要になります。この場合の整備目的は，①人命を守る，②経済的損失を軽減する，③二次災

害を防止する，④早期に復旧して経済活動が再開できること等であるが，第一義的には，人命を守るというこ

とです。 

○ また，今回のような大規模な広域災害が発災した場合にも，社会経済活動が継続して行えるようにするため

には，救援・救助や緊急物資の調達・配送などの緊急時の広域支援態勢を整えることに加え，食料などの生

活関連物資や産業活動を支える原材料・エネルギー・製品等の供給をバックアップする体制の整備及び医療・福

祉・教育等の相互補完体制の構築など，平時から社会システム全体で災害リスクを低減する方策を講じることが

求められています。 

 

【津波想定高さの見直し】 

○ 沿岸部の至る各所で「高いところへ逃げれば助かる」といった大津波からの避難するための伝承が残されていたに

もかかわらず，避難が徹底されずに多くの犠牲者を出しました。施設では守り切れずに甚大な被害を被った今回

の大震災では，防災対策上の想定を何処に置くべきなのか，多くの課題を提起しました。 

○ これまでの津波対策は，過去に発生した津波のうち，発生メカニズムや津波高など，科学的に立証できる事

象を対象に，設計諸元を定め，海岸堤防などの防護施設を整備することが防災対策の主眼でありました。計

画を超える大津波については，発生頻度の少ないものとして想定外として取り扱われ，防災計画上に位置づけ

られることはありませんでした。 

○ 今回の大震災は，一定の災害規模を想定して，その災害に対応できる防災体制を構築するという従来の手

法に一石を投じました。これからは，最大クラスの大地震や大津波など，あらゆる大規模災害の発生の可能性

をも考慮した防災態勢が必要です。このことは，国の中央防災会議の専門調査会においても，今後の地震や

津波の想定の考え方を抜本的に見直すこと，また，発生確率が低くても，歴史的に非常に大きな被害を生じ

たと考えられる地震を今後の防災対策に活かすとの考えが示されています。 

○ 中央防災会議の専門調査会の中間取りまとめを受け，これからの津波対策における想定津波高は，「比較

的頻度の高い津波」（数十年から百数十年に一度程度発生する津波）と，「最大クラスの津波」の 2 段階に

区分して取り扱うことになります。 

 

○ そのため，複数の施設を配置した多重防御により，内陸枢要部における浸水深の低減を図るとともに，避難

経路の確保や避難誘導対策を講じることにより，人命を確実に守り，資産への被害を可能な限り低減し，早

期に経済活動が再開できるよう，県土の再構築を図ることが求められます。 
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○ また，今回の災害では，災害には上限がないことが明らかになりました。大津波には，まず「逃げる」ことを原則

に，可能な限りの減災が図られるよう，被災を教訓に想定外の外力を見極め，様々な対策を組み合わせた総

合的な防災対策へと再構築することが重要です。 

 

 

 

②防災情報・避難行動の課題 

【想定浸水区域の周知と課題】 

○ 今回の災害では，地震発生直後の津波高さが想定の津波高を大きく上回ったこと，大規模な停電により連

絡通信手段が限定されたこと，自らが知りうる想定津波高と実際の津波高が大きくかけ離れ避難行動に移れな

かったことなど，様々な課題を露呈しました。 

○ 発生頻度のまれな大災害では，自身の経験だけで災害時の避難行動を学ぶことは困難であり，過去の災害

事象など史実に拠るところが大きく，防災情報の周知の重要性が再認識させられました。その上で，今回の大震

災では，大規模災害時においては，防災施設が整備されていても正常に機能しないばかりでなく，二次災害の

発生により複合的に被災するおそれがあることなど，予め想定した災害対策だけでは対処が困難であり，確かな

危険予知力と柔軟で臨機応変な避難行動力が求められることが明らかになりました。 

○ そのため，一定の災害を想定した施設整備や防災対策がなされていても，さらにその上に想定外の大災害が

あり得ることを念頭においた避難行動がとれるような取組みの強化が求められます。 

 

 

 

③被災経験の伝承と防災教育の重要性の再確認 

【教訓の伝承】 

○ 唐桑半島中部に位置する気仙沼市小鯖地区は，リアス式海岸の山が海に迫る狭い平地に集落が形成され

ており，明治三陸津波（1896 年）と昭和三陸津波（1933 年）で大きな被害を受けました。この地区では，

宮城県沖地震への備えとして，4 年前（2009 年 3 月）に，いち早く高地移転を含む「津波に強いまちづくり計

画」を策定しました。住居の移転は，個人単位では費用も時間も必要なため，住宅建替の時期を契機に移転

を進める一方で，独自の避難マップの配布及び自治会，消防団やその他による自主防災の取組などの命を守

る取組を進めてきました。 

○ 過去の教訓から地域を挙げた避難訓練を重ね，各地区の十数人ごとの班が機能し，トランシーバーを常備し

た各班の世話人が高齢者宅に声をかけながら避難誘導し，準備していた名簿で安否確認を行ったとのことです。

こうした経験も教訓として高台移転の必要性とあわせてソフト対策の重要性も伝承していかなければなりません。 

 

【東日本大震災の教訓】 

●比較的頻度の高い津波（レベル 1津波）に対しては，沿岸防護施設で防護することが必要 

●最大クラスの津波（レベル 2津波）に対しては，想定外の外力が作用しても破壊・倒壊しにくい

施設構造とし，一定の機能を保持するか復旧の容易性を確保することが必要 

【東日本大震災の教訓】 

●海岸堤防・津波浸水予測の限界を認識した上で，最大クラスの津波が発生した場合でも人命を

守ることができる避難計画の策定や施設整備が必要 
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【継承されなかった宮城県独自の建築制限条例】 

○ 東日本大震災で沿岸部に甚大な津波被害を受けた宮城県に戦前，昭和三陸津波の教訓を生かした独自

条例がありました。津波による浸水が予想される沿岸部の住宅建築を原則禁止するもので，「海嘯罹災地（か

いしょうりさいち）建築取締規則」（昭和 8 年県令第 33 号）が，昭和三陸津波の発生から約 3 ヶ月後の 6

月 30日に公布，施行されました。 

○ 建築基準法に基づき，地方公共団体が災害危険区域を指定し，建築を制限できるようになりましたが，沿

岸部への住宅建築を避けようという，過去の規制に基づく考えは継承されませんでした。 

 

 

 

【防災教育の成果】 

○ 太平洋沿岸では，大津波により多くの尊い命が失われましたが，その中にあって，釜石市内 14 の小中学校

全校では，校内にいた児童生徒約 3千人全員が無事に避難することができました。 

○ 県内各地においても，集落や地区ごとに津波伝承や教訓が残され，また，避難訓練や避難に必要となる案

内標識の設置に住民と行政が協働で取組，これに基づいた避難行動により，命が救われたケースも数多くあり

ます。 

○ 津波に関して誤った認識を改め，正しい知識を身につけることが前提でありますが，伝承や防災教育の継承は，

防潮堤などの無い，常に自然の脅威にさらされていた時代から，施設整備がなされた現在に至っても，その必

要性は全く変わらないことを今回の震災は示唆しています。集落や自治会などでの備えだけでなく，行政やＮＰ

Ｏ等による支援に加え，学校における防災教育など，様々な主体の参画・協働により，助かる命を救う努力が

必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【東日本大震災の教訓】 

●防災啓発活動を通じた被災体験の確実な伝承 

【東日本大震災の教訓】 

●三陸地域のようなリアス式海岸の地区では，多重防御が難しいため津波来襲時にも浸水しない

高台に居住地を設置することが必要 

【東日本大震災の教訓】 

●防災啓発活動を通じた被災体験の確実な伝承 

●次代を担う子供達への防災教育の推進 
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④食料・エネルギー供給基地の被災に伴う県民生活の混乱 

【震災の社会的影響】 

○ 今回の震災では，電気・水道・ガス・通信などのライフラインが寸断され，道路や港湾などの広域物流網も大き

な被災を受け，応急復旧が完了するまでの間は，各種の物資輸送が著しく滞りました。そのため，直接津波被

害を受けなかった内陸部を含め，食料や燃料が長い期間にわたって供給不足となり，日常生活への支障はもと

より，地域の産業経済活動の停滞をもたらしました。特に，東北随一のエネルギーの製造・輸送基地である仙

台塩釜港（仙台港区）は，大津波により壊滅的な被害を受け，宮城県のみならず我が国全土の生活，産

業に甚大な打撃をもたらしました。 

○ こうした事象を踏まえると，これまで以上にエネルギー基地が集中する沿岸域では，防災機能を向上させるとと

もに，内陸や日本海沿岸地域などの他のエネルギー基地との災害時の相互補完機能の充実を図らなければな

りません。 

 

 
 

⑤復興まちづくり事業への支援 

【市町が進める復興まちづくり事業】 

○ 復興まちづくり関連事業は，阪神大震災の規模をも大きく越える先例のない規模となっています。沿岸部の被

災市町において復興計画が策定され，土地区画整理事業や防災集団移転促進事業など実施しており，平成

29年 3月末現在，土地区画整理事業は県内で 34地区計画され，33地区で工事に着手し，防災集団移

転促進事業では 195地区の全地区で造成工事に着手し，188地区で住宅等建築可能となっています。 

○ これまでに，復興まちづくり事業に関する制度改正が行われてきており，市町の財政負担等の軽減が図られて

きています。事業の推進には，地域住民との合意形成や，市町のマンパワー不足やまちづくりのノウハウ不足のた

め，時間を要しているほか，事業着手後も，住民意向の変化などに対応した柔軟な事業規模の修正が必要

になっています。 

○ また，復興まちづくり事業を進めて行くために，県に対し，技術的サポート体制，人的支援，事業進捗により

発生してくる課題に対しての支援などが求められています。 

 

【東日本大震災の教訓】 

●命の道となる三陸縦貫自動車道をはじめとする沿岸道路ネットワークの強化や東西広域連携軸の

強化が必要 

●沿岸の半島部や離島などについて，災害時における孤立集落の解消などのために災害に強い道路

の整備が必要 

●東北を支える国際物流拠点，エネルギーの供給拠点として，東北地方全体の産業・物流を支え

てきた港湾施設の防災機能強化が必要 
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⑥被災者の居住の安定確保 

【災害公営住宅の整備と自力再建への支援】 

○ 地震や津波被害により，多くの住宅が流出・全半壊となったことから，絶対的な住宅不足の状況にあり，被

災者のニーズに対応した早期の住宅確保が求められています。 

○ 津波による甚大な被害が発生し，市町の行政機能の低下やマンパワー不足が深刻なことから，復興住宅計

画の策定や公的住宅整備に向けた体制の整備が必要となります。 

 

 

 

 

  

【復旧・復興を進めていく上での課題】 

●早期の住宅再建を図るために速やかな住民合意の形成による事業着手が必要 

●復興事業を円滑に実施し，適正な市街地形成を図るためには，事業者間の調整等が必要 

●市町のマンパワー不足やノウハウ不足を補うため，派遣職員等の確保や地域の実情を踏まえた多

様な発注方式など，事業執行体制の確保が必要 

【復旧・復興を進めていく上での課題】 

●新たな住宅ローンを組んで住宅再建する場合に負担増となるため，生活再建の支援が必要 

●災害公営住宅の早期完成のため，災害公営住宅用地の早期確保が必要 

●市町における建築技術系職員等の不足の解消が必要 
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（3） 東日本大震災からの復旧・復興を進めていく上での課題 

 

 

①復旧・復興事業の施工確保 

【受注環境の改善】 

○ 災害復旧・復興工事の発注の本格化に伴い，平成 23年 9月以降，入札不調が顕著化しており，平成 24

年度をピークに，現在はやや収束の兆しがみられるが，依然として高い傾向が続いています。入札不調の要因と

しては，技術者・労働者の人手不足，労務資材単価の高騰及び入手難など様々な要因がありますが，一つ

の施策だけでは解消できるものではなく，個々の自治体だけでは解決できないものもあります。そのため，複合的

な対応や国・県・市町村が一体となって課題解決に向けて引き続き取り組むことが必要となります。 

 

 
 

②用地取得 

【用地取得の推進】 

○ 復旧・復興事業を早期に実現するためには速やかな事業用地の確保が必要です。 

復旧・復興事業における事業用地の確保は，必要用地が膨大であること及び財産取得には専門知識を要す

ることから，職員のみだけなく，専門知識を有する者への委託など外部の力を活用することが必要不可欠となり

ます。 

 また，限られた期間内に用地取得を完了させるためには，土地収用制度の活用が必要不可欠であり，その活

用には一定の期間を要することから，事業スケジュールを見据え，適期に収用裁決申請を行えるよう準備を行う

ことが必要です。 

 

 
 

【復旧・復興を進めていく上での課題】 

●復旧・復興事業に伴う入札不調対策として，受注環境の改善が必要 

●生コンクリート，砕石，土砂などの建設資材の安定的な供給体制の継続が必要 

【復旧・復興を進めていく上での課題】 

●復旧・復興事業を円滑に執行していくための早期の事業用地取得の推進が必要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 震災からの復旧・復興を進めていく上で，従来の手法では様々な制約が生じてきました。

復旧・復興事業を効率よくかつ早期に進めていくためには，これらの制約についても対応して

いく必要があります。これらの実施にあたっては，既存の制度の枠組みを越え，柔軟な制度

設計・変更，財源の確保など，国や民間からの強力な支援が大前提となります。 

 ここでは，復旧・復興を進めていくうえで明らかとなった課題について示します。 
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（4） 過去の津波被害の際にとられた被災後の措置 

 

 ○ 東日本大震災の前に過去の津波被害発生時にとられた措置は以下の表のとおりです。 

 

 

出典：東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会資料（中央防災会議） 

 

○ 明治三陸地震の際には，自己負担中心の高台移転が行われましたが，高地移転後，低地へ戻る傾向が

見られました。当時の高地移転は，各自が移動したもの，有志者が提案し，義援金などを使用して宅地開発

を行って移転したものが多かったようです。 

 

○ 昭和三陸地震の際には，高地移転等が盛り込まれた復興計画に基づき，多くの集団移転が行われました。

宮城県では，県令により罰則付きの建築禁止区域を設定しました。建築禁止区域に住宅を建築する場合には，

地上げなどの措置や住宅の構造的要件を満たし，知事の認可を受ける必要がありました。明治，昭和の三陸

津波の際には，施設整備による対応ではなく，高台移転などによる住宅再建が多く見られました。 

 

○ チリ地震津波の際には，津波防災施設を中心とした対策が進められました。一方で，条例による建築制限を

行った地域もありました。東日本大震災前の堤防天端計画は，原則として，チリ地震津波の潮位を基本として

定められました。 

   また，南三陸町（当時志津川町）では，災害危険区域内の建築を禁止する条例による土地利用規制が

行われました。 

 
 
 
 
  

1896明治三陸地震
死者・行方不明者（名）

岩手県18,158、宮城県3,452

1933昭和三陸地震
死者・行方不明者（名）
岩手県2,713、宮城県308

1960チリ地震
死者・行方不明者（名）
岩手県62、宮城県54

被災後の
主な措置

・復興のため、住民の他県流
出の防止および移住者の募集
・自己負担が中心の高地移転

・高地移転等を盛り込んだ復興
事業

・建築禁止区域の設定（宮城県）
→海嘯罹災地建築取締規則

・津波防災施設中心の津波
対策事業計画

・条例による土地利用規制
（志津川町）

高地移転
の状況

移転数43集落
（うち集団移転は7集落）

岩手県18町村38集落
（すべて集団移転）

宮城県15町村60集落
（うち集団移転11集落、他は各戸
移転）

地盤かさ上げ（雄勝町）

備考 生活の不便などから原地に復帰す
る傾向が見られ、1933昭和三陸地

震による津波により、再度被災を
受けたところもある。

集落の特徴別の移転計画の方針が
示され、あわせて移転の際は「既往
の津波における最高浸水線以上にす
る」などの方針が示された。

津波防災施設を中心とした対策
が進められた。堤防は、チリ地
震津波の潮位を基準とし、洗堀
防止のための措置などが計画
策定の基準で示された。
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（5） 東日本大震災の教訓や復旧・復興の課題を踏まえた必要な取組 

 

 本県沿岸部に位置する市町は地震による被害に加え，大規模な津波により壊滅的な被害を受けました。このため，

宮城県震災復興計画では，東日本大震災からの復興にあたり，高台移転，職住分離，多重防御による大津波

対策など，沿岸防災の観点から被災教訓を活かした災害に強いまちづくりを推進すると位置づけています。 

 復旧・復興を進めるにあたっては，今回の震災の教訓や復旧・復興を進めていくうえでの課題を踏まえ，発生が想

定されている大津波に備える地域づくりを徹底していく必要があると考えます。対応関係を示すと以下の図のとおりとな

ります。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

●百数十年に一度の津波（レベル1津波）に対しては，沿岸防護施設で防護すること
が必要
●最大クラスの津波（レベル２津波）に対しては，想定外の外力が作用しても破壊・
倒壊しにくい施設構造とし，一定の機能を保持するかもしくは復旧の容易性を確保
することが必要
●低平地では，沿岸堤防に加え，道路などの嵩上げによる多重防御により，背後地を
減災できるような施設配置が必要
●三陸地域では，多重防御が難しいため津波来週時にも浸水しない高台に居住地を
設置することが必要

東日本大震災から得られた教訓

●早期の住宅再建を図るために速やかな住民合意の形成や事業着手が必要
●復興事業を円滑に実施し，適正な市街地形成を図るため土地利用調整等が必要

●新たな住宅ローンを組んで住宅再建する場合に負担増となるため，生活再建のため
の支援が必要
●災害公営住宅の早期完成のため，災害公営住宅用地の早期確保が必要
●市町における建築技術系職員等の不足の解消が必要

●防災啓発活動を通じた被災体験の確実な伝承
●海岸堤防・津波浸水予測の限界を認識した上うえで，最大クラスの津波が発生した
場合でも人命を守ることができる避難計画の策定や施設整備が必要

復旧・復興を進めていく
ために必要な取り組み

①津波対策としての防潮堤
や多重防御施設の整備

②復興まちづくり事業の推進

③復興住宅の整備

④命の道となる防災道路
ネットワークの整備

●命の道となる三陸縦貫自動車道をはじめとする沿岸道路ネットワークの強化や東西
広域連携軸の強化が必要
●沿岸部の半島部や離島などについて，災害時における孤立集落の解消などのために
災害に強い道路の整備が必要

●東北を支える国際物流拠点，エネルギーの供給拠点として，防災機能を向上させる
と共に東北地方全体の産業・物流を支えてきた港湾施設を早期に復旧させると共に，
復興を牽引する役割を果たす港湾施設の機能強化が必要

⑤物流・交流基盤の強化

多
重
防
御
・
高
台
移
転

土
地
利
用

復
興
住
宅

被
災
教
訓
の

伝
承

道
路

港
湾
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3．災害に強いまちづくり宮城モデルについて 

東日本大震災により大きな被害を受けた沿岸地域の復興まちづくりに総力を挙げて取

組，「災害に強いまちづくり宮城モデルの構築」を進めていく上では，被災市町や庁内関係

各課室等の取組状況及び懸案事項について，相互に問題意識を共有し，スピード感を持

って事業を推進していくことが必要となります。 

 

 津波対策としての防潮堤や多重防御施設等の整備，復興まちづくり事業の推進及び復

興住宅の整備の 3 つを主要項目とし，命の道となる防災道路ネットワークの整備，物流・

交流基盤の強化，復旧・復興事業の施工確保に向けた取組，土地評価及び用地取得

の 4 つの項目も含めて，復旧・復興の隘路となる課題を解決しながら沿岸防災の観点から

被災教訓を活かした災害に強いまちづくりを進めていきます。 

  

 これらの取組を進めていくうえでは，様々な課題があり，一つ一つを丁寧にスピード感を持

って解決することを積み上げながら実施していくことが重要です。 

 

 ここでは，上記の 7 つの項目毎にこれまで進めてきた取組を紹介しながら，「みやぎ方式」

での災害に強いまちづくりの進め方を示します。 



  

 
15 

 
 

（1） 津波対策としての防潮堤や多重防御施設等の整備 

① 比較的頻度の高い津波（レベル 1津波）に対応した防潮堤や多重防御施設の整備について 

 

災害に強いまちづくりを進めていく上での課題 

● 安全な市街地を確保するために必要な沿岸防護施設の整備 

● 他部局所管施設との計画面での調整 

平成 2８年度の取組 

● 「見える復興・見せる復興」の推進 

協議設計箇所の実施保留解除を進め，順次，復旧工事に着手しています。地盤沈下により水没した地帯や

離島部においても工事着工・工事進捗を図っています。 

復興だよりなどの広報紙発行による情報発信，着工式等のイベントを通し地元住民の理解と協力を得られるよう

努めていきます。現地説明を積極的に行い，地元住民・地権者と信頼関係を築き計画的な用地買収の手続きを

進めています。平成 28年 9月には北上運河が完成し，平成 29年３月現在，101箇所の工事を実施していま

す。 

  
災害復旧完成箇所（北上運河 H28.9） 北上運河完成式典（H28.10.15） 

 

      
災害復旧工事進捗状況（五間堀川 H28.11） 災害復旧完成箇所（野々島地区海岸 H28.8） 

 

      
災害復旧工事進捗状況（州崎海岸 H28.11） 災害復旧工事進捗状況（菖蒲田海岸 H28.11） 
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●「宮城県環境アドバイザー制度」の活用 

   環境の各分野（魚類・植物等）の専門家・学識者の方々を「宮城県環境アドバイザー」として登録させていただ

き，助言・指導をいただきながら環境に配慮した復旧工事を進めていきます。 

 

宮城県環境アドバイザー会議 

（第 3回 Ｈ28.12） 

 

環境配慮対策案の確認 

 （大沢川 Ｈ28.9） 

 

環境配慮対策案の現地確認 

（五間堀川（赤井江） 

H28.5） 

 

● 貞山運河再生・復興ビジョンの施策の推進 

東日本大震災において甚大な被害を受けた仙台湾沿岸地域

の復興に向けて策定した「貞山運河再生・復興ビジョン」

（H25.5）に基づき，様々な主体による施策の推進を支援する

ため，関係自治体と利活用団体を交え意見交換会「貞山運河

利活用に関する意見交換会」（H28.8.29 開催）を開催すると

ともに，「貞山運河再生復興幹部会議」（H28.11.16 開催）

及び「貞山運河再生復興会議」（H29.1.31 開催）を開催しま

した。会議の中では，各種施策の実現に向けた各事業主体の

取組の情報共有を図りました。 

運河

沿川

での

取組 

 

● 貞山運河の桜植樹計画（寄付・協力の募集） 

「貞山運河再生・復興ビジョン」の基本目標の一つである「地域にとって誇りある歴史

的な運河群のとしての再生」の主要施策に位置づけられている運河沿川への桜植樹を

円滑に推進するために「桜植樹部会」（H26.6）を設置しており，桜植樹を通じた貞山

運河への復興への支援を受けるべく，「桜植樹ボランティア」，「寄附金」，「苗木や資

機材」及び「桜回廊サポーター」の募集を開始しています（H26.9.1から）。 

この桜植樹は，東日本大震災からの復興の象徴となるとともに津波防災意識の醸成

や震災体験の伝承を目的に官民連携で取り組むことを基本としています。 

今年度は，北上運河において地域の方々や植樹ボランティアの協力のもと，平成 28

年度貞山運河「桜」植樹会～復興・そして未来へ～を開催しました（H29.3.18 開

催）。 

 

 

桜植樹支援の募集 

 

平成 2８年度末での見込み 

応急段階            計画段階                          実施段階 

 
 

平成 27年度までの 

完成を目指す 

協議設計 河川 42箇所中 42箇所 着手 100% 

海岸（災害復旧） 57箇所 着手 100% 

海岸（復興）     4箇所 着手 100% 

応急対策完了 

災害査定完了 

工事着手 101箇所 

河川 42箇所 内 1箇所完成 

海岸（災害復旧）55箇所 内 18箇所完成 

海岸（復興）4箇所 内 3箇所完成 
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再生期の取組 

● 海岸，河川などの県土保全 

海岸堤防の本格復旧に当たっては，沿岸市町のまちづくりと連携しながら，被災教訓に基づく新しい発想に

よる海岸保全施設の構造形式を検討し，整備に着手しています。河川においては，地盤沈下等により洪水被

害ポテンシャルが高まっていることから，総合的な治水防御対策を検討した上で本格復旧に着手しています。 

再生期においては，沿岸市町のまちづくりと連携した海岸保全施設の整備を着実に推進するともに，河川に

おいても，治水安全度のさらなる向上を図るための整備を推進します。 

 

平成 2９年度の取組について 

● 海岸及び河川堤防の早期完成 

（県施工区間） 

レベル 1 クラスの津波から生命・財産を守るため

整備を進めている河川堤防及び海岸堤防を長期

的な観点から地域の歴史，風土，景観や環境

保全に配慮し，整備を行います。 

 

 
中島海岸（完成後・イメージ） 

 

● 関係海岸管理者との連携の強化 

海岸管理者である国土交通省水管理・国土保

全局，同省港湾局，農林水産省，水産庁と保安

林を所管する林野庁等の複数部局の管理施設が関

係する箇所について，課題解決のためさらに連携を

強化します。 

特に砂浜の保全の要望の強い大谷海岸などにつ

いては，海岸管理者に加えまちづくりの観点からの調

整を進めます。 

 

大谷海岸付近の海岸管理区分 

 

● 貞山運河再生・復興ビジョン関連事業の推進 

貞山運河においては，「貞山運河再生・復興ビジ

ョン」に基づき，東日本大震災後の様々な主体の復

興事業が，防災機能を有する土木遺産である「貞

山運河」を基軸とする統一されたグランドデザインの下

に，連携と調和を持って推進することで，安全・安心

でより魅力的な地域づくりが図られるよう，貞山運河

の再生を図っていきます。 

運河らしい景観に配慮した堤防整備や植樹の一例 
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② 最大クラスの津波（レベル 2津波）に対応した防潮堤や多重防御施設の整備について 

 

災害に強いまちづくりを進めていく上での課題 

 

● 津波防御施設，まちづくり，避難体制の三位一体となった広義の多重型津波防災対策の構築 

 

平成 2８年度の取組 

 ● 沿岸防護施設の粘り強い構造について 

東日本大震災では，巨大津波が既設の海岸・河川堤防を大きく越流し，施設に壊滅的な被害をもたらしま

した。この壊滅的被害を教訓にして，沿岸防護施設復旧にあたっては，想定外の外力が作用しても，破壊・倒

壊しにくい構造とし，一定の機能を保持するか，もしくは復旧の容易性を確保するなど，二次被害を軽減できる

構造またはシステムを構築する必要があります。 

このため，海岸堤防では，最大クラスの巨大津波が来襲して施設を越えることとなっても，背後に道路施設

や盛土した防災緑地を併設するなどの構造上の工夫により，法尻や堤体の浸食，吸い出しなどの被災を受け

難くし，壊滅的な被災を避け，一定の施設機能が維持される「粘り強い」構造とすることにしています。 

 

 ● 多重防御施設の整備について 

仙台湾沿岸市町において計画されている「多重防御」を基本としたまちづくりを実現するため，多重防御機能

を有する盛土構造の道路整備の考え方を整理し，その重要性と効果について関係省庁の理解を得て，復興

交付金事業による整備が認められました。 

当該道路は，一次避難に加えて，津波避難タワー等の避難場所からの二次避難や，被災者の救出に使

用する「避難路・救出路」として整備することとし，その構造については，今次津波の被災状況を踏まえて，津

波により冠水した場合でも水はけが早く，早期の啓開・救出を可能とする 2ｍ以上の盛土構造とし，津波襲来

後にも施設機能を維持できる 10m以上の幅員を確保することとしています。 

県管理道路については，復興交付金を活用し相馬亘理線や門脇流留線など 3 路線の整備に着手してお

り，用地買収と一部区間の工事を推進しました。 

なお，市町の計画する多重防御施設についても，県が一体的に，復興庁と調整を図っています。 

 

● 広域防災拠点の整備 

今回の震災の教訓から，大規模災害発生時には

迅速かつ的確に災害救助活動を実施し県民を災害か

ら守るため，全国からの広域支援部隊の一時集結場

所やベースキャンプ，また，支援物資の流通配給基地

などとして機能する拠点が必要であると痛感し，宮城

野原に県域をカバーする広域防災拠点を整備します。 

平成 28年度は，計画地の所有者である日本貨物

鉄道株式会社（JR 貨物）から事業用地を取得する

とともに，仙台貨物ターミナル駅の移転に向けて，移

転先用地取得のための各種協議などについて支援しま

した。 
広域防災拠点 災害時活用イメージ 
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● 防災公園の整備について 

海岸部に位置する県立都市公園の岩沼海浜緑地と矢本海浜緑地の再開園のためには，公園の防災能力

を高めることが必要です。 

来園者がこれまでのように安心して遊び憩える場所とするために，再び同じような津波が来襲した場合に備

え，一時避難場所となる築山の整備や，避難道路となる公園進入路の新設などの整備を進めていきます。 

岩沼海浜緑地は，平成 25年度末に災害復旧工事が完了しました。平成 27年 4月に南ブロックが再開園

し，北ブロックについても避難築山や避難路整備，園内施設整備を進めて，平成 29年 3月に開園しました。

矢本海浜緑地は，復興庁と協議を重ね，復興交付金等による工事費が認められ，現在は造成工事を実施

中です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●下水道施設の浸水対策 

東日本大震災の津波被害により，機能を停止した沿岸部の下水道処理場について，災害復旧事業におい

て，ポンプ施設，電気・監視施設などの重要施設について被害リスクの低減を図るため，今時津波の高さに対

応した浸水対策を実施し，対策が完了しました。 

 

 

 

● 津波避難路の考え方について 

津波避難路については，今次津波での経験を踏まえて，徒歩避難を原則としながらも，災害時要援護者

や避難困難地域で業務に従事する方などの円滑な避難を可能とするため，自動車利用による避難も想定する

こととし，その考え方について「津波避難のための施設整備指針」（平成 24年 3月策定）に取りまとめました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要施設の防水化 

 

防水扉（県南浄化センター） 

重要施設の高層化 

 

 窓閉塞（県南浄化センタ

ー） 

 

 １階操作室 水没 

１階電気室 水没 

 

2 階設置スペース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要施設の防水化 

 

防水扉（県南浄化センター） 

重要施設の高層化 

 

 窓閉塞（県南浄化センタ

ー） 

 

 １階操作室 水没 

１階電気室 水没 

 

2 階設置スペース 
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避難路の構造については，大規模地震時の消防・救助活動や，避難時の自動車の乗り捨ても想定し，路

側に緊急車両を停車した場合でも，避難車両等のすれ違いを可能とする幅員を確保すること等を定めた，「県

道の構造の技術的基準等を定める条例」を平成 25年 4月 1日に施行しました。 

 

  ● 避難計画の考え方について（H24.3） 

津波襲来時に円滑な避難を可能とするための避難場所・津波避難ビル等，避難路，避難誘導サイン等の

整備に際して留意すべき事項等について整理し，「津波避難のための施設整備指針」としてとりまとめました。策

定にあたっては，今次津波の際の避難行動分析によって明らかとなった課題の他，国の動きや，既存の宮城県

津波対策ガイドライン等における津波避難計画の要素を取り入れました。 

また，平成 24 年 8 月には，沿岸被災市町を対象に津波避難ビルや避難誘導サインに関する現地見学を

兼ねた津波避難に関する勉強会を石巻市において，開催しました。 

 

● 津波浸水予測図の提供について 

各被災市町では，避難計画を策定し，避難道路や避難施設，避難誘導標識等の整備を予定しているた

め，その前提となる津波浸水予測図については，県が市町へ提供することとなります。 

津波防災地域づくりに関する法律（平成 23 年 12 月 27 日施行，法律第 123 号）では，津波浸水予

測を最悪の条件で実施するため，まちづくりのために各市町で住民に説明している浸水区域と異なる結果となり

ます。具体的には，潮位の条件，地盤変動，施設条件などが大きく異なっています。これは，避難計画を策

定することを前提とするため，より安全側に前提条件を設定しているためです。 

国は，巨大地震モデルの策定を検討しており，それをもって浸水想定策定の実施について検討することとしま

すが，前提条件などの違いについては市町と情報交換，調整を図りながら進めていくことを考えています。 

平成 2８年度末での見込み 

構想段階           計画段階                実施段階 

 
 

 

再生期の取組 

● 多重防御に資する道路整備 

県管理道路のうち，相馬亘理線や門脇流留線など 3路線について早期供用に向け整備を推進します。 

● 津波避難情報表示板の設置 

市町が策定する地域防災計画に位置づけられる避難道路の整備や市町が検討している津波シミュレーションの結

果と併せて，地域の津波に対する防災力の向上を図るための支援として津波避難情報表示板を設置します。 

津波避難情報表示板の設置対象箇所については，県内海水浴場のうち，地元住民以外の集客が見込まれる

規模の大きい，市町が再開を見込んでいる海水浴場を予定しています。市町が実施する防災集団移転促進事業の

面整備と一体となって整備することにより，防災集団移転促進事業の整備区域内に市町が設置する避難場所の防

災機能の強化促進を図ります。 

● 広域防災拠点の整備 

広域防災拠点は，鉄道，高速道路・幹線道路，港湾，空港などからのアクセス性を考慮し，宮城野原公

園に隣接する仙台貨物ターミナル駅の用地を取得し整備することとしており，用地となる駅の移転が円滑に進む

よう取り組んでいます。 

沿岸防護施設の構造システムの構築 完了 

多重防御施設整備計画：県道相馬亘理線等 3路線について測量・設計実施 

沿岸防護施設の構造システムの構築 完了 

多重防御施設整備計画：県道相馬亘理線等 3路線について測量・設計実施 

県道相馬亘理線等 3路線 

工事着手 

  

多重防御の 

考え方について 

検討完了 



  

 
21 

 
 

 ● 防災公園の整備について 

一時避難地となる築山など公園の防災機能向上を図り，県の海浜部においても再び県民の皆様の笑顔や

笑い声が聞こえるよう，安全で安心して遊べる場所として，県立都市公園の再整備を進めていきます。 

 

平成 2９年度の取組について 

● 津波避難情報表示板の設置 

津波避難情報表示板について，関係市町との調整を行い，各市町の復興計画及び避難計画と整合を図

り，地域住民や海水浴客等が分かりやすい情報表示方法等の検討を実施します。 

また，防災集団移転促進事業及び防潮堤の災害復旧事業の進捗との調整を行い，できる限り早期の設

置完了を目指し，防災機能の強化促進を図ります。 

 

● 多重防御施設の整備について 

多重防御機能を有する盛土構造の道路のうち，相馬亘理線や門脇流留線などの県管理道路3路線につい

ては，早期供用に向け，用地買収及び工事を推進していきます。 

なお，市町の計画する多重防御施設についても，引き続き県が一体的に，復興庁と調整を図っていきます。 

 

● 沿岸防護施設の粘り強い構造について 

現地調査の結果から得られた被災事例により，「粘り強い」構造を提案していますが，その後の詳細調査等

による「粘り強い」構造諸元の決定や，詳細設計による構造詳細への導入を進めています。構造諸元は，強い

浸食を受ける裏法の法尻部や法肩部の「耐力強化」や法面の緩傾斜化による「作用力低減」などに配慮してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 津波避難路の整備について 

沿岸市町の復興計画や地域防災計画に位置づけられる津波避難路については，復興交付金事業等を活

用しながら，一日も早い完成に向けて整備を進めていくこととしています。 

 

 

 

海 側 陸 側 

必要に応じ地盤対策を実施 

被災前に比べて強化 
（天端・裏法被覆） 

被災前に比べて強化 
（裏法尻洗堀防止） 

 

海 側 

陸 側 
被災前に比べて強化 
（天端・裏法被覆） 

被災前に比べて強化 
（裏法尻洗堀防止） 

◆海岸堤防（傾斜堤）標準断面（復旧イメージ） 

【砂浜海岸に採用】 

◆海岸堤防（直立堤）標準断面（復旧イメージ） 

【岩礁海岸に採用】 

堤防断面 ：一連の復旧区間は同一構造での復旧を基本とする。 

（まちづくり，背後利用等により難しい場合を除く） 

法面保護 ：天端保護工，裏法被覆工の強化対策を行う。 

裏法堤脚保護工 ：堤防の裏法尻には洗堀防止対策を実施する。 

地盤対策 ：液状化対策・軟弱地盤対策等必要に応じて別途地盤対策を実施。 
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● 広域防災拠点の整備 

県では，広域防災拠点用地となる仙台貨物ターミナル駅移転のために，ＪＲ貨物が実施する新駅建設の

ための公共補償を行うほか，移転先用地取得のための各種協議などについて支援していきます。 

 

● 防災公園の整備 

矢本海浜緑地は，敷地造成工事を進めるとともに管理棟建築や園内施設整備工事の早期着手に向け進

めていくこととしています。 
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③ 震災教訓の伝承について 

 

災害に強いまちづくりを進めていく上での課題 

 

● 防災啓発活動を通じた震災体験の確実な伝承 
 

平成 2８年度の取組 

 3．11伝承・減災プロジェクトの推進 

 
● 「かたりべ」の裾野を拡げ「ひろく」伝承 

・ 県民への啓発活動（みやぎ津波防災月間，防災パネル展など）（写真①・②） 

宮城県では，昭和 35年にチリ地震津波が襲った 5月を平成 17年度から「みやぎ津波防災月間」と定め，津

波被害の軽減や津波防災意識の向上を図るため，地域と協働で様々な取組を継続しており，本年度も平成 28

年 5 月 14 日に「津波防災シンポジウム」を開催し，約 160 名の県民の皆様に参加いただき，津波防災意識の

啓発を図りました。 

津波防災に関するパネル展は，平成28年5月に県庁ロビーで開催した他，各地区，各イベントなど，様々な

機会をとらえて開催しました。また，仙台松島道路春日ＰＡと県庁 18 階県政広報展示室に“津波防災パネル”

の常設展示コーナーを設け，復旧・復興の進捗状況などの最新情報の発信について，積極的に取組ました。 
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・ 全国各地での報告会の開催 

現在，本県の公共土木施設（土木部所管）の復旧・復興にあたり，30都道県から 104名（平成 28年 4

月現在）の自治法派遣の職員に応援をいただいています。 

そこで，現在派遣をいただいている各都道県へ感謝をこめて，派遣の御礼及び継続要請，並びに本県の被害

状況，復旧・復興に向けた取組，大震災を踏まえた今後の防災対策のあり方や課題及び東日本大震災の教訓

等の報告を行いました。 

また，平成 25 年度から一般社団法人全日本建設技術協会の協力のもと，東日本大震災時の対応や教訓

等を全国各地で伝える「伝承プロジェクト」が始まり，平成 28 年度は千葉県市原市で「東日本大震災から学んだ

こと伝えたいこと」と題した報告会を開催しました。 

それぞれの報告会では，参加者の地震，津波等の自然災害発生時の対応に関する意識が非常に高く，熱心

に聴講していただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● “記憶“より”記録“で「ながく」伝承 

・ 津波浸水表示板の設置（写真③） 

今回の津波の浸水区域や浸水高さを表示する事により，津波の記憶を風化させずに後世に伝える「しるべ」と

して，また，実物大のハザードマップとして，地域住民の防災意識の啓発や地域事情に不慣れな観光客等へ

の 注意喚起を図り，避難行動のきっかけに結びつく命を守る取組を展開しています。 

平成 28年度末時点で約 280枚の津波浸水表示板を設置しました。 

・ 伝承サポーター制度の導入 

3．11 伝承・減災プロジェクトを官民協働の息の長いプロジェクトとするため，同プロジェクトに賛同し，伝承・

減災を後押しして頂ける方々を広く募集し「伝承サポーター」として認定しています。今年度も「自らが所有する建

造物等に津波浸水表示板を設置していただける方」の募集を行い，これまでの「伝承サポーター」認定者は企業

団体個人など 104者となりました。今後も引き続き募集を行っていきます。 

・ 震災遺構の保存とアーカイブ化 

災害復旧・復興事業により，再構築されていく被災した公共土木施設については，津波の威力を生で感じさ

せる貴重な土木遺産でもあり，その姿を現物や写真・動画で残し，後世に伝えています。県庁 18階県政広報

展示室では，小型震災遺物の展示を実施し，県内外へ震災の恐ろしさを伝えていきます。 

また，アーカイブ資料として土木部版の記録誌を発刊し，記録として発信しています。 

 

● 防災文化を次世代へ「つなぐ」伝承 

5 月の「みやぎ津波防災月間」，11 月の「世界津波の日」及び 3 月の「みやぎ鎮魂の日」などに合わせ，津

波防災教育を積極的に実施していきます。また，東日本大震災を踏まえ，津波浸水表示板設置事業につい

て小学生や地区の町内会等を対象とした出前講座を実施します。 

 

 

 

 

 

① 津波防災シンポジウムの様子 ② 津波防災パネル展の様子 ③ 津波浸水表示板設置事例 
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● 石巻南浜津波復興祈念公園について 

被災地では，今でも仮の慰霊碑や震災遺構に

花を手向け手を合わせる姿が絶えません。このため

平成 25年 6 月に県と石巻市は，犠牲者の「追悼

や鎮魂の場」として，さらには震災の「教訓を伝承す

る場」として，国内最大の被災地となった石巻市

の，なかでも今回の被災を象徴する南浜地区に，

震災復興祈念公園を設置することを決定しました。 

また，国においても県の整備区域内に，「国営

追悼・祈念施設」の設置に関する閣議決定がなされ

ており，国，県，市が協同して平成 32 年度を目

標に整備を進めていくこととしています。 

平成26年3月に基本構想が策定され，引き続

き策定された基本計画・基本設計を基に，現在は実施設計を進めています。 

平成 2８年度末での見込み 

構想段階                    実施段階 

 

 

再生期の取組 

● 3．11伝承・減災プロジェクトの更なる推進 

津波災害は発生頻度がまれで世代交代を重ねるうちに防災意識が薄れることが指摘されています。また，東

日本大震災から 6年の時間が経過し，人々の防災に関する考え方も様々となってきています。 

宮城県は東日本大震災を踏まえ，L1 対応の海岸堤防と多重防御により津波防災を推し進めていますが，

津波の予測は極めて困難であり，確実に人命を守る手段は逃げるほかにありません。東日本大震災では，記

憶の風化により明治・昭和の大津波で被災した地域さえ再び被害にあった例が散見されており，二度と同じ惨

事を繰り返さないためにも被災の事実を長く確実に伝承し，地域ぐるみの『避難行動』として代々受け継いでいく

必要があります。 

再生期における 3．11 伝承・減災プロジェクトは，復旧期の取組，活動を踏まえ，被災事実を後世に伝承

し迅速な避難行動が県内に根付くようさまざまな試みに取り組んでいきます。 

 

● 震災復興祈念公園について 

 

多くの沿岸被災市町でもそれぞれ祈念公園の整備を計画してお

り，石巻市に整備する祈念公園を中核として他の祈念公園と連携

を図り，みやぎが一つになって犠牲者の追悼・鎮魂，防災教育や

震災の伝承ができるよう進めていきます。 

 
 

津波浸水表示板設置 280枚 

津波防災シンポジウム 1回／年で継続 （28年まで 10回実施） 

 

 
津波浸水表示板 1500枚  

津波防災シンポジウム 1回／年で毎年継続 

 

完了 

公園イメージパース 
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平成 2９年度の取組について 

● かたりべの裾野を拡げ「ひろく」伝承 

5月の「みやぎ津波防災月間」に津波防災シンポジウムを開催し，防災意識の更なる啓発に努めます。平成29

年度は 5月 26日（金）に名取市文化会館中ホールを会場に開催予定です。 

 

職員支援を頂いている派遣先や伝承プロジェクトを積極的に活用し，復旧・復興の進捗などの“かたりべ行脚”を

計画的に実践していきます。また，大震災の教訓を伝承し，減災・防災に役立てて頂くための，情報提供などにつ

いても検討していきます。 

 

● “記憶“より”記録“で「ながく」伝承 

官民協働で実施している伝承サポーター制度の継続を実施し，さらに民間施設への津波浸水表示板の設置を

図ります。また，将来的には市町の避難経路と連動して設置位置を検討し，避難行動の相乗効果が生むことを

目的とした津波浸水表示板設置の実施を検討しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

復旧・復興が進むにつれ被災時の記憶が薄れる事になり，併せて津波防災に関する意識も希薄になることか

ら，被災状況を写真モニュメントとして，現地に設置し防災意識の向上に努めていきます。 

東日本大震災に関する図書や映像等の一元的管理，被災した海岸，橋梁施設等の災害復旧工事の記録

を動画として記録するなど，後世に伝承していく取組を継続していきます。 

沿岸防御施設及び減災施設建設に係る計画概要板などを現地に表示する事により，津波防護レベル及び津

波減災レベルのわかりやすい解説に努め，津波防災意識向上を図っていきます。 

 

● 防災文化を次世代へ「つなぐ」伝承 

震災前から取り組んでいる出前講座による津波防災教育について，東日本大震災を踏まえ教材の見直しや充

実などに取り組んでいきます。さらに，津波浸水表示板設置事業について小学生や地区の町内会等を対象とした

出前講座を実施します。 

また，災害に強い人材を育成していくため，市町村研修や防災訓練担当者養成講座など，内容の充実を図

るとともに，引続き実施していきます。 

 

 

（例）高速道津波避難階段における津波浸水表示板設置 
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● 震災復興祈念公園の整備 

平成 28 年度は，国，県，石巻市が連携し公園の実施設計に着手し，周辺事業との調整や管理区分，施

設内容，施設のグレードなど詳細な検討を進め，早期の工事着手を目指します。また，都市計画決定や用地買

収を進め早期完成を目指していきます。 
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（2） 復興まちづくり事業の推進 

① 防災集団移転促進事業，被災市街地復興土地区画整理事業及び津波復興拠点整備事

業の制度及び執行について 

 

災害に強いまちづくりを進めていく上での課題 

 

● まちづくり計画と災害復旧事業等との調整 

● 早期の住宅再建等を図るために，速やかな住民合意の形成や事業着手が必要 

● 「将来を見据えた新しいまちづくり」に向けた計画策定への支援 

  

平成 2８年度の取組 

● 復興まちづくりの進捗状況の管理と情報提供（H26.4～） 

「復興まちづくり事業カルテ」については，時点修正と記載方法を見直しみやすくするなどし，８月，３月に修

正し公表しました。沿岸 15 市町の復興状況を表した復興まちづくりマップ（壁新聞）について季節毎に更新し

主に首都圏で掲示しました。 

復興状況，震災の風化防止，被災地への継続的支援を目的に市町と連携し県内のほか東京都などの県

外においても復興まちづくりパネル展を実施しました。また，東北学院大学，東洋大学，エクステリア全国大会

などで出前講座を実施しました。 

 

● 防災集団移転促進事業の促進について 

現在計画されている 195地区について早期の引き渡しできるよう指導，助言を行っており平成 29年 3月末

までに 188地区で引き渡しが始まっております。 

 

● 被災市街地復興土地区画整理事業の促進について 

被災市街地復興土地区画整理事業については，平成 29年 3月末現在，11市町 34地区で都市計画

決定しており，全地区で事業認可済です。 

また，このうち 33地区において，工事着手（現地着工）済みとなっています。 

 

● 津波復興拠点整備事業の促進について 

津波復興拠点整備事業については，平成29年3月末現在，8市町12地区で都市計画決定しており，

全地区で事業認可済み及び工事着手（現地着工）済みとなっています。 

 

● 復興まちづくりに係る課題の解決に向けた取組（H27.4～） 

沿岸市町及び関係機関からなる復興まちづくり情報交換会を 2回実施し，情報共有を図りました。 

復興まちづくりの本格化に伴い，新たに発生する課題解決のため，土木部内に立ち上げた「市町支援チー

ム」については，適宜市町を訪問しヒアリングを実施しています。 

策定支援や市町訪問をとおして，各市町の進捗状況の把握，市町毎の共通の課題等を整理し，復興ま

ちづくり事業の支援方針を 5月，10月に作成しました。 

 

● 産業商業誘導の取組（H27.4～） 

防災集団移転促進事業に伴う移転元地の利活用に向けて，区画整理事業などによる産業の誘導を促進

するため，平成 26 年度に産業用地カルテを作成し公表しました。平成 28 年度は UR と共同で復興まちづくり
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勉強会（特別編）として「被災地での商業誘導，高齢者支援としての商業の可能性」をテーマに開催しまし

た。 

また，産業用地を紹介するパンフレットの時点修正を行い，企業立地セミナー等で 4,000部を配布した。 

● 仮設から恒久住宅への誘導への取組（H27.4～）  

応急仮設住宅の入居者数は，平成29年２月末時点で約2万１千人であり，恒久住宅への移行が課題

となっていることから，課題解決に向けて，庁内関係各課室による「被災・避難者の恒久住宅転居に向けた支

援連絡会議」を組織し，会議を3回（7月，10月，3月）開催し，各課室で把握している状況や取組につ

いて情報を共有しました。 

 

● 「移転元地計画策定ガイドライン」の作成 

沿岸市町とのヒアリング結果より，市町では移転元地利活用に関する取り組みが進められている一方で，元

地が点在している等の問題から利活用計画が遅れている市町があることが明らかとなりました。このため，市町の

利活用計画策定の参考となるよう「移転元地計画策定ガイドライン」を作成し，移転元地の利活用が図られる

よう支援しました。 

 

平成 2８年度末での見込み 

構想段階               計画段階                        実施段階 

 

 

再生期の取組 

● 復興まちづくりの加速化と情報提供 

被災市町が実施する復興まちづくり事業（被災市街地復興土地区画整理事業，防災集団移転促進事

業，津波復興拠点整備事業）を加速し，全地区で平成 30 年度内に宅地供給が開始できるよう，事業の

隘路や地区個別の課題の解決に向けて市町を支援していきます。また，被災者が復興を実感できるよう，分か

りやすい形での復興まちづくり事業の情報提供を推進します。 

 

● 「将来を見据えた新しいまちづくり」による活性化の取組 

各市町の事業計画の見直し時をとらえ，住民意向の変化に合わせた適正規模への見直しを促すと共に，持

続可能なまちづくりの観点から，産業の誘導による賑わいの創出や雇用の確保など「将来を見据えた新しいまち

づくり」を支援します。また，移転元地の利活用が進むよう平成 28 年度に作成したガイドラインを活用し，具体

的な元地利活用計画の策定を支援します。 

 

平成２９年度の取組について 

● 復興まちづくりの進捗状況の管理と情報提供 

「復興まちづくり事業カルテ」を定期的に更新し，進捗管理及び事業間調整を実施するとともに，遅れが生じ

ている地区については，市町支援チームにより重点的に支援します。また，被災者に必要な情報が分かりやすく

伝わるよう，市町の意見などを参考に内容を拡充し表示を工夫します。 

復興まちづくりマップ（壁新聞）を定期的に見直し，拡充し情報発信します。 

研修会，各種学校，セミナー等へ出向き積極的な情報発信，出前講座など推進します。 

 

 

完了 

被災市街地復興土地区画整理事業 

工事着手 11市町 33地区 

防災集団移転促進事業 

工事着手 12市町 195地区 

 
 

被災市街地復興土地区画整理事業 

都市計画決定済 11市町 34地区 

防災集団移転促進事業 

大臣同意済 12市町 195地区（完了） 
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● 復興まちづくりに係る課題の解決に向けた取組 

復興まちづくり進捗状況指標を用いて客観的に状況を把握し，進捗に遅れが見られる地区について重点的

に市町支援を実施します。 

市町との意見交換等を定期的に実施し，個々の課題を抽出，整理し，対応を図ります。また，先行する市

町の取組事例や事業完了に向けた手続等については，勉強会等を通じて，広く市町へ周知するとともに，関

係機関等との調整を行います。 

 

● 「将来を見据えた新しいまちづくり」による活性化の取組 

住民意向の変化に応じた適正規模への計画の見直しについて，関係課室とともに指導，助言していきます。基盤

整備後の産業誘導に向けた取組の支援や，市町が展開するソフト施策の課題・隘路を整理し，持続可能なまち

づくりを目指します。 

 

● 「みやぎの復興アーカイブ」の作成 

東日本大震災からの復興は，これまでにない体験であり，貴重な体験であることから，発災直後からのあゆ

みを記録誌，及び各種データベースとしてとりまとめます。 
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② 復興まちづくり事業に関する各種法律等の運用について 

 

災害に強いまちづくりを進めていく上での課題 

 

● 復興事業の円滑な実施のため，土地利用調整等が必要 

  

平成 2８年度の取組 

 ● 復興整備計画について 

東日本大震災復興特別区域法に基づき，各市町復興整備協議会を経て復興整備計画を公表することに

よって，土地利用に関する特例許可や手続きのワンストップ化を受けることができます。 

【特例許可】：市街化調整区域での開発行為の許可，農地転用の許可等 

【手続きのワンストップ化】：農地転用許可，地域森林計画区域の変更，保安林の指定・解除等 

本県では，復興整備計画を各市町と共同で作成しており，各市町の復興整備協議会の事務処理や運営

等を共同で行っています。 

 

● 復興整備協議会の開催状況 

平成 24年 2月 17日に 14市町で各市町復興整備協議会を設立しました。 

以降，復興整備協議会を約 1 ヶ月に 1回のペースで開催しており，平成 28年度においては，4市町での

べ 7回協議会を開催しました。 

 

● 復興整備計画の公表状況                           平成 29年 2月末公表分まで 

 
● 災害危険区域について 

各市町の条例で，津波等による危険の著しい区域を指定し，同区域内における住居の用に供する建築物

の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものを定めています。 

県では，各市町の災害危険区域について適切な指定がなされるよう助言しています。 

 
● 災害危険区域の指定状況（東日本大震災に係るもの）平成 27年 6月 22日告示分まで 

市町名 条例施行日 区域告示日 
山 元 町 H23.11.11 H23.11.11 
仙 台 市 H23.12.16 H25.3.15 
南三陸町 H27. 6. 22 H27. 6.22 
東松島市 H24. 3.15 H24. 6. 1 
亘 理 町 H24. 6.18 H24. 6.18 
気仙沼市 H24. 6.29 H24. 7. 9 
七ヶ浜町 H24. 9.20 H24. 9.20 
名 取 市 H25. 12.24 H25.12.24 
石 巻 市 H23.12.26 H24.12. 1 
女 川 町 H24.9.18 H24.12.10 
岩 沼 市 H24.12.17 H25.12.12 
塩 竈 市 H24.12.19 H25. 3. 1 
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平成 2８年度末での見込み 

復興整備計画にて公表 

 

 

再生期の取組 

● 復興整備協議会の開催 

復興事業の進捗に伴い，事業計画の変更に伴う土地利用等の調整が予想されるため，引き続き復興整

備協議会を開催していきます。県は各市町の復興整備計画策定の共同作成者であり，内外の関係者との調

整や復興整備協議会の運営について支援を行います。 

 

● 都市計画決定の市町への支援 

都市計画決定に当たっては，市町へ適切に指導・助言していくと共に，県決定案件の場合に臨機に対応

できるよう，県都市計画審議会を適切に開催していきます。 

 

平成 2９年度の取組みについて 

● 復興整備協議会の開催等 

復興整備計画に記載した復興事業について，特例許可の追加等が予想されるため，状況に応じて平成

28年度と同等の頻度で復興整備協議会を開催していきます。 

県は各市町の復興整備計画策定の共同作成者であり，引き続き庁内外の関係者との調整や復興整備協

議会の運営について支援を行います。復興整備協議会はおおむね 1 ヶ月に 1回程度開催する予定です。 

また，復興整備計画に都市計画の決定する事項を記載しようとするときは，通常の都市計画の手続きが必

要となるため，市町決定案件の場合に指導・助言するとともに，県決定案件に対して臨機に対応できるように

県都市計画審議会をおおむね 2 ヶ月に 1回程度開催する予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災集団移転促進事業 195 地区中 185 地区の公表 95% 

土地区画整理事業 34 地区中 27地区の公表 79% 
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（3） 復興住宅の整備 

① 自力再建への支援について 

 

災害に強いまちづくりを進めていく上での課題 

 

● 被災した住宅にローンを有する方が新たな住宅ローンを組んで住宅再建する場合，負担増 

 

平成 2８年度の取組 

 ● 宮城県住宅再建支援事業（二重ローン対策） 

  ・補助申請受付開始年月日 平成 24年 1月 23日 

  ・趣旨 

東日本大震災により自ら居住していた住宅に被害を受け，その被災した住宅にローンを有する方が，新たな

住宅ローンを組んで住宅を再建する場合の負担を軽減するため，既存の住宅ローンに係る 5 年間の利子相当

額を補助するものです。 

  ・補助対象要件（以下のすべてを満す方） 

イ 県内の自ら居住する住宅を東日本大震災により被災された方で，発災（平成 23年 3月 11日）以前に

その被災住宅に係る既存の住宅ローンを有する方 

ロ 住宅再建のために，新たな住宅ローンを契約した前月末時点で，上記の被災住宅に 5 百万円以上の既

存の住宅ローンを有する方 

   ハ 県内に自ら居住する住宅の再建のために，5百万円以上の新たな住宅ローンを有する方 

  ・事業期間 平成 32年度末（平成 33年 3月 31日）までに補助申請される方 

  ・補助金額 

既存の住宅ローンにかかる 5年間の利子相当額（元利均等毎月償還による算定額（上限50万円））を

補助します。 

 

● その他の住宅の自立再建支援 

 ・宮城復興住宅マッチングサポート事業 

     「工務店紹介支援」「職人融通支援」「資材確保支援」の 3 つの情報共有により，被災者の自力再建を支

援しています。 

  ・災害復興住宅融資（独立行政法人住宅金融支援機構） 

被災した住宅の再建，補修，住宅購入や宅地の補修の資金に対し，住宅金融支援機構が低利の融資を

実施しています。 

  ・地域型復興住宅の普及（宮城県地域型復興住宅推進協議会） 

「宮城県地域型復興住宅推進協議会」と連携し，「地域型復興住宅」の普及により，地域産業の活性化

を図るとともに，被災者の自立再建を促進しています。 

  ・みやぎ復興住宅整備推進会議（3回開催） 

住宅・まちづくりに携わる関係機関・団体等が，住宅・まちづくりに関する情報交換・共有を図るとともに，県

民や全国に対し先進的で魅力あるみやぎの住宅・まちづくりに関する情報を発信しています。 

 

 



 

 
34 

 
 

・住宅再建相談会 

被災された方の住宅再建に対する支援を更に充実するため，独立行政法人住宅金融支援機構とみやぎ復

興住宅整備推進会議の共催により，住宅再建に関する相談・情報提供等をワンストップで行う住宅再建相談

会を開催しています。 

平成 2８年度末での見込み 

構想段階     計画段階                実施段階 

 

 

再生期の取組 

● 宮城県住宅再建支援事業（二重ローン対策） 

「防災集団移転促進事業」や「土地区画整理事業」等の更なる進展により，住宅再建のための土地が確保

されることにより被災者の自宅再建が進み，本支援事業の利用も増加するものと予想されるので，引き続き事

業の周知に努め，更なる利用促進を図り，被災者の自力再建を促進します。 

 

  ● 宮城復興住宅マッチングサポート事業 

     「工務店紹介支援」「職人融通支援」「資材確保支援」の 3 つの情報共有により，被災者の自力再建を支

援します。 

 

● その他の住宅の自力再建支援 

国や民間等における住宅再建に係る各種の支援事業について，引き続き周知に努めます。 

    ・住宅金融支援機構による災害復興住宅融資 

    ・県による県産材使用住宅の建設や住宅用太陽光発電設備設置への支援 

    ・宮城県地域型復興住宅推進協議会による地域型復興住宅 

 

平成 2９年度の取組について 

● 宮城県住宅再建支援事業（二重ローン対策） 

「防災集団移転促進事業」や「土地区画整理事業」等の更なる進展により，住宅再建のための土地が確保さ

れることにより被災者の自宅再建が進み，本支援事業の利用も増加するものと予想されるので，引き続き事業の

周知に努め，更なる利用促進を図り，被災者の自力再建を促進します。 

 ・県のホームページ，各種公報等への掲載 

 ・各土木事務所，各市町村窓口でのチラシ・手引きの設置 

 

 

● みやぎ復興住宅整備推進会議 

会議の活動を通じて，県民や全国に対し，住宅やまちづくりの復興への取組や状況に関する情報を幅広く発信

します。また，独立行政法人住宅金融支援機構と共催し住宅再建相談会を引き続き開催します。 

 

● 宮城復興住宅マッチングサポート事業 

住宅の再建を行う者が，施工を請け負う工務店等を見つけられない場合に希望条件に合う工務店を案内する

「工務店紹介支援」，施工を行う工務店等の職人不足や資材不足に対し，建設業者等の間において職人や資

材の融通等を支援する「職人融通支援」「資材確保支援」の3つの情報の共有により，被災者の自力再建を支援

します。 

 

 

完了 完了 

871件（Ｈ28．2末）の補助金交付決定 

平成 32年度末まで補助申請受付 
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● その他の住宅の自力再建支援 

国や民間等における住宅再建に係る各種の支援について，引き続き周知に努め，更なる利用促進を図り，被

災者の自力再建を促進します。 

    ・住宅金融支援機構による災害復興住宅融資 

被災した住宅の再建，補修，住宅購入や宅地補修の資金に対し，住宅金融支援機構が低利融資

を実施するもので，その活用を図り，被災者の自立再建を促進します。 

 

    ・県による県産材使用住宅の建設や住宅用太陽光発電設備設置等への支援 

他部局による被災者の住宅再建に係る補助事業等について，その活用を図り，被災者の自力再建を

促進します。 

 

・宮城県地域型復興住宅推進協議会による地域型復興住宅 

被災者の自力再建のために，長期利用，将来成長，環境対応，廉価，地域適合及び需要対応の

6 つのコンセプトを満たす在来木造戸建て住宅を円滑に供給するための生産システムで造る地域型復興住

宅を，「宮城県地域型復興住宅推進協議会」と連携して普及を図ることにより，地域産業の活性化と被

災者の自力再建を促進します。 
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② 災害公営住宅及び復興住宅の整備に係る市町の支援について 

 

災害に強いまちづくりを進めていく上での課題 

 

● 市町におけるマンパワー不足等に対する支援が必要 

  

平成 2８年度の取組 

 ● 災害公営住宅の整備 

「宮城県復興住宅計画」に基づき，被災市町が事業主体となり，県やＵＲ都市機構，民間事業者等と連携

を図りながら，計画戸数約 16,100戸の災害公営住宅の整備を進めています。 

平成 29年 3月末までに，計画の 96％に当たる 15,541戸の事業に着手し，85%に当たる 13,784戸が完成

しました。 

このうち，県が 9 市町から受託して整備を進めているものについては，平成 29 年 3 月末をもって，受託した

2,229戸全てが完成しました。 

 

＜災害公営住宅の整備状況（平成 29年 3月末現在）＞ 

 

市 町 名 計画戸数 事業着手戸数 工事着手戸数 工事完了戸数 

01 仙台市 3,179戸 3,179戸 100.0%  3,179戸 100.0%  3,179戸 100.0%  

02 石巻市 4,700戸 4,302戸 91.5%  4,170戸 88.7%  3,673戸 78.1%  

03 塩竈市 390戸 390戸 100.0%  390戸 100.0%  390戸 100.0%  

04 気仙沼市 2,087戸 2,087戸 100.0%  2,087戸 100.0%  1,912戸 91.6%  

05 名取市 715戸 643戸 89.9%  496戸 69.4%  219戸 30.6％  

06 多賀城市 532戸 532戸 100.0%  532戸 100.0%  532戸 100.0%  

07 岩沼市 210戸 210戸 100.0%  210戸 100.0%  210戸 100.0%  

08 登米市 84戸 84戸 100.0%  84戸 100.0%  84戸 100.0%  

09 栗原市 15戸 15戸 100.0%  15戸 100.0%  15戸 100.0%  

10 東松島市 1,122戸 1,001戸 89.2%  1,001戸 89.2%  831戸 74.1%  

11 大崎市 170戸 170戸 100.0%  170戸 100.0%  170戸 100.0%  

12 亘理町 477戸 477戸 100.0%  477戸 100.0%  477戸 100.0%  

13 山元町 490戸 490戸 100.0%  490戸 100.0%  490戸 100.0%  

14 松島町 52戸 52戸 100.0%  52戸 100.0%  52戸 100.0%  

15 七ヶ浜町 212戸 212戸 100.0%  212戸 100.0%  212戸 100.0%  

16 利府町 25戸 25戸 100.0%  25戸 100.0%  25戸 100.0%  

17 大郷町 3戸 3戸 100.0%  3戸 100.0%  3戸 100.0%  

18 涌谷町 48戸 48戸 100.0%  48戸 100.0%  48戸 100.0%  

19 美里町 40戸 40戸 100.0%  40戸 100.0%  40戸 100.0%  

20 女川町 860戸 843戸 98.0%  757戸 88.0%  484戸 56.3%  

21 南三陸町 738戸 738戸 100.0%  738戸 100.0%  738戸 100.0%  

計 16,149 戸 15,541戸 96.2%  15,176戸 94.0%  13,784戸 85.4%  

※戸数は今後の市町の調査や計画等により変更の可能性があります。 
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平成 2８度末での見込み 

計画策定段階                         実施段階  

 

 

再生期の取組 

● 災害公営住宅の確実な整備 

災害公営住宅の一日でも早い全戸完成に向け，県受託やＵＲ都市機構による建設支援，公募買取，

協議会方式による木造住宅建設など，地域の実情に応じた様々な手法を用いて整備の促進を図ります。 

平成 2９年度の取組について 

● 災害公営住宅の整備 

平成 29 年度末までに，計画戸数約 16,100 戸に対して，約 15,500 戸の災害公営住宅が完成する見込

みです。（完成率 98％） 

 

● 市町支援の継続 

     「土木部市町支援チーム」による市町訪問や個別ヒアリング等により市町の実状を十分に把握し，国等関係

機関とも連携を図りながら，各市町の実情に応じた支援を行います。 

 

● 県受託災害公営住宅の不具合等への技術的対応 

     県で整備した災害公営住宅における入居後の不具合（瑕疵を含む）への対応や市町に対して建物の維持

管理に係る相談対応等の技術的支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

県全体 

計画 16,149戸に対して，完成約 13,784戸（85%） 

うち県受託 

2,229戸に対して，完成 2,229戸（100%） 

県全体の完成率（見込み） 

平成 29年度末 96％ 

平成 30年 全戸完成 

 

宮城県復興住宅

計画策定，改定 

南三陸町志津川西地区 塩竈市北浜地区 山元町坂元道合地区 
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（4） 命の道となる防災道路ネットワークの整備 

 

災害に強いまちづくりを進めていく上での課題 

 
●復興道路に位置づけられた三陸縦貫自動車道をはじめとする沿岸道路ネットワークの強化や東西広域 
連携軸の強化 

●東北の発展を支える基幹的社会資本整備として，加速的な整備を推進 
  

平成 2８年度の取組 

●三陸縦貫自動車道等の整備促進について 

三陸縦貫自動車道については，平成 28年 10月に志津川ＩＣが開通し，津波被災地まで初の延伸と

なったほか，平成 29年 3月には南三陸海岸ＩＣまで延伸しました。 

   また，南三陸海岸ＩＣ～歌津ＩＣ間，（仮称）大谷ＩＣ～（仮称）気仙沼ＩＣ間についても，平 

成 29年度の供用に向け整備が進められました。 

常磐自動車道については，山元 IC～岩沼 IC間おいて，4車線化事業に着手し，平成 29年度の工 

事着工に向けて測量設計作業が進められました。  

●みやぎ県北高速幹線道路の整備推進について 

復興支援道路であるみやぎ県北高速幹線道路については，Ⅱ期区間（中田工区）は平成 29 年度の

完成に向けて,道路盛土工事や橋梁工事を推進しました。 Ⅲ期区間（佐沼工区）は,用地買収や地盤改

良工事などを推進しました。Ⅳ期区間（築館工区）は道路盛土工事や橋梁工事などを推進しました。 

●離島・半島部の災害に強い道路整備の推進について 

今回の大震災で長期間にわたり孤立した大島と本土を結ぶ「大島架橋」は，平成 30 年度完成に向け

て，上部工の架設が平成 29年 3月に完了したほか，取付道路についても地盤改良などを推進しました。 

また，出島では，（一）出島線（出島工区）が，平成28年12月に供用開始したほか，出島と本土

を結ぶ出島架橋事業を女川町から受託し，平成 28年度は基本設計に着手しました。 

 

●郡界道路や県際道路等，地域連携を強化する道路整備の推進について 

県際道路である国道347号については，通年通行に向けた加美町宇津野及び柳瀞地区の道路改良工

事や災害防除工事及び雪崩対策工事が完了し，平成 28年 12月より通年通行を開始しました。 

また，郡界道路である国道 346号（本吉バイパス）が平成 28年 4月に開通し，国道 398号（石巻

バイパスⅡ期）についても，地盤改良や橋梁工事を進めました。 

（主）岩沼蔵王線（大師～姥ヶ懐）については平成30年度の供用に向けて，用地買収を推進し,トン

ネル本体工事を進めました。 

 

【主な供用箇所】 

（国）346号 本吉バイパス    H28.4   供用開始 

三陸自動車道 志津川 IC     H28.10  供用開始 

（国）347号 通年通行化    H28.11  完成 

 

  

（国）346号 本吉バイパス 

開通式テープカット 

三陸自動車道 志津川 IC 開通パレード （国）347号 宇津野 1号桟道工 
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平成 2８年度末での見込み 

       計画段階                  実施段階 

 

 

再生期の取組 

● 復興道路である「三陸縦貫自動車道」などの沿岸縦軸の強化 

三陸縦貫自動車道については，国と連携を図りながら，平成 29 年度までに南三陸海岸 IC～歌津 IC

間，（仮称）大谷 IC～（仮称）気仙沼 IC 間の供用を図るとともに，残る未供用区間の整備を促進して

いきます。また，常磐自動車道については，山元 IC～岩沼 IC間の４車線化事業を促進していきます。 

 

● 復興支援道路である「みやぎ県北高速幹線道路」などの東西連携軸の強化 

みやぎ県北高速幹線道路については，Ⅱ期区間（中田工区）の平成 29 年度完成に向けて，整備を

推進するとともに,Ⅲ期区間（佐沼工区）は平成 32 年度の供用，Ⅳ期区間（築館工区）については平

成 30年度の供用を目指し整備を推進していきます。 

 

● 離島・半島部，県際・郡界道路等の着実な整備の推進 

大島架橋については，平成 30 年度の完成に向けて架橋本体及び取付道路の整備を推進するほか，国

道 398号（石巻バイパスⅡ期）などについても，鋭意整備を推進していきます。 

 

平成２９年度の取組について 

● 三陸縦貫自動車道等の整備促進について 

国が進める三陸縦貫自動車道については，平成 29 年度供用に向けて，南三陸海岸 IC～歌津 IC

間，（仮称）大谷 IC～（仮称）気仙沼 IC間の供用を図るほか，残る区間についても整備を促進してい

きます。 

 

● みやぎ県北高速幹線道路の整備推進について 

みやぎ県北高速幹線道路Ⅱ期区間（中田工区）については，平成 29年度完成に向け，舗装工事や

情報板設置工事などを推進します。Ⅲ期区間（佐沼工区），Ⅳ期区間（築館工区）についても，早期

供用に向け，地盤改良工事，道路盛土工，橋梁工事などを推進します。 

 

● 離島・半島部の災害に強い道路整備の推進について 

大島架橋については，平成30年度完成に向けて，架橋本体及び取付道路の整備などを推進していきま

す。また，（主）石巻鮎川線（風越 2）については，橋梁工事や道路改良工事を推進し，災害に強い

道路整備に取り組んでいきます。 

 

● 郡界道路や県際道路等の整備について 

国道398号（石巻バイパスⅡ期）については，平成29年度完成に向けて舗装工事や橋梁工事を進め

るほか，平成 30 年度供用を目指す（主）岩沼蔵王線については，道路改良工事やトンネル本体工事を

推進します。 

その他の道路についても，安全で安心な道路ネットワークの早期構築に向けて，鋭意事業を推進していき

ます。 

 

 

 

 

 

    三陸縦貫自動車道 宮城県内 延長 126km  

          （うち 4車線化 延長 52.6km）  

供用中 88.5km（70.2%） 

（4車線化供用中 52.6km（41.6%）） 



 

 
40 

 
 

（5） 物流・交流基盤の強化 

 

災害に強いまちづくりを進めていく上での課題 

 

● 港湾の機能回復や物流機能の拡充のための早急な港湾施設の復旧・整備 

● レベル 1津波に対応した海岸保全施設の整備 

  

平成 2８年度の取組 

（1）港湾施設の復旧 

平成 23年に発生した東日本大震災により被災した港湾施設の災害復旧については，今年度までに仙台塩

釜港仙台港区で約97%（100%），塩釜港区で約51%（96%），石巻港区で約71%（95%）の工事

が完了しました。（※（ ）は着手率） 

このうち，防潮堤に近接しない港湾施設については平成 25 年度までに概ね復旧を完了しており，今年度は

防潮堤の復旧・整備の進捗や港湾利用者との利用状況にあわせて工事の発注を進めました。 

平成 26年の港湾取扱貨物量は，県内の港湾全体で 4,545万トンとピークであった平成 19年の 96%に達

し，既に震災以前（平成 22年）の水準を超えて推移しており，加えて平成28年のコンテナ取扱貨物量は速

報値で 24.6万 TEUを記録し，過去最高値となるなど，港湾機能が震災前の状態まで回復したことを示してお

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）港湾機能の拡充 

● 高砂コンテナターミナルの整備促進について 

県が進めている高砂コンテナターミナルの拡張については，受変電室等の新築工事に着手しました。 

 

● 新高松ふ頭の整備促進について 

国と県による新高松ふ頭の整備については，平成 29年度の供用開始に向け水深 14m岸壁の整備や背

後のふ頭用地の埋立造成を進め，一部舗装工事にも着手しました。 

 

● 大型バルク船に対応した整備促進について 

増深した日和ふ頭岸壁については，平成 29 年度末の供用開始を目指し，大型バルク船対応とするため

航路及び泊地の浚渫などを進めました。また，南防波堤（国）の延伸を促進し，雲雀野地区の港内静穏

度確保に向けた整備を進めました。 

 

（3）災害に強い港湾の形成 

津波防護レベル（L1）に対応した海岸保全施設（防潮堤）の新規計画については，背後のまちづくりとの

調整及び港湾関係者，地域住民との合意形成を図りつつ，順次工事に着手し，平成 27 年度までに 19 地

区のうち 13地区で工事を進めました。 

復旧前 復旧後 

仙台塩釜港（石巻港区）西浜地区の復旧状況 
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（4）港湾の利用促進 

港湾取扱貨物量の増加や定期コンテナ航路の充実などを図るため，荷主や船会社などの港湾利用企業延

べ 140社を超える企業訪問を実施し，仙台塩釜港のＰＲを実施しました。また，平成 29年 1月には東京都

において，仙台国際貿易港首都圏セミナーを開催し，総勢 490名の参加がありました。 

平成 23 年度に宮城県が全国で初めて認定された「みやぎ 45 フィートコンテナ物流特区」については，45 フィ

ートコンテナの普及を図り，平成 28年の 45 フィートコンテナの取扱量は速報値で 3,447本となりました。 

 

平成 27年度末での見込み 

           計画段階                          実施段階 

 

 

再生期の取組 

● 国際拠点港湾仙台塩釜港の機能拡充 

仙台塩釜港は，東北地方の発展をけん引する国際海上物流拠点として，より一層の防災機能強化と物

流機能拡充を図りながら，仙台港区では高砂コンテナターミナル拡張部の暫定供用や新高松ふ頭などの供

用に向け整備を推進します。また，石巻港区においては，大型バルク船に対応するため航路及び泊地の浚

渫や安全な荷役環境を提供するため西防波堤の早期完成を推進するとともに，南防波堤の更なる延伸整

備を促進します。 

 

● 港湾利用拡大に向けたポートセールスの強化 

港湾利用拡大に向けては，仙台塩釜港の地理的条件などの強みを活かし新規航路の開設，集荷促進

に努めるとともに，平成 30年の年間取扱量（実入り）を 17.6万 TEUまで増加させるための戦略的なポート

セールスを展開します。 

 

平成２９年度の取組について 

（1）港湾施設の復旧 

防潮堤と近接する港湾施設について，引き続き工事進捗を図り，平成 29 年度までの復旧完了を目指しま

す。 

 

（2）港湾機能の拡充 

● 仙台港区高砂コンテナターミナルの拡張整備 

舗装などの基盤工事を完了させ，暫定供用を開始するとともに，平成 31年度末の本格供用開始に向け

て，設備工事などに順次着手しながら，新管理棟など建築物の工事を進めます。 

 

● 仙台港区新高松ふ頭の整備 

平成 29年度の供用開始に向け水深 14m岸壁の本体工事の完了を目指すとともに，背後のふ頭用地の

埋立造成の進捗にあわせて順次舗装工事などを推進します。 

 

● 石巻港区の整備 

増深した日和ふ頭岸壁の平成 29 年度末の供用開始を目指し，航路や泊地の浚渫を完了します。ま

た，雲雀野地区の港内静穏度の向上に向けて，引き続き南防波堤（国）の延伸整備を促進します。 

  供用開始（仙台港区） 

貨物量の増加 

残工事 

6件 

工事着工件数 

151件（96％） 

 

被災件数（仙台塩釜港（仙台港区，塩釜

港区，石巻港区）の港湾施設） 157件 

整備の推進（仙台・石巻） 

企業訪問やセミナー開催 

仙台塩釜港の機能拡充 

港湾の利用促進（ポートセールス） 
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（3）災害に強い港湾の形成 

津波防護レベル（L1）に対応した新設の海岸保全施設（防潮堤）について，引き続き背後のまちづくりと

の調整及び港湾関係者，地域住民との合意形成を図りつつ，早期完成を図ります。 

 

（4）港湾の利用促進 

引き続き荷主や船会社などの企業訪問やセミナーの開催などによるポートセールスを実施するとともに，45 フィ

ートコンテナ輸送の普及促進に向けて，新たな荷主，輸送ルートの開拓など，利用者支援をベースとした輸送

環境の向上を図ります。 
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（6） 復旧・復興事業の施工確保に向けた取組 

 

災害に強いまちづくりを進めていく上での課題 

 

● 膨大な復旧・復興事業に伴う入札不調対策 

  （入札不調の要因：労務資材単価の高騰，技術者・労働者不足，建設資材の不足等） 

 

平成 2８年度の取組 

● 建設資材の確保 

・建設資材対策東北地方連絡会宮城県分会等における活動 

建設資材の需給量調査，情報共有，課題の把握と対応策の検討を目的とした「建設資材対策東北

地方連絡会宮城県分会」を通じて主要資材の安定供給に努めました。（3 月上旬需給見通しの調査集

計結果の共有，公表） 

また，不足が懸念される生コン等の安定供給を図るため，同分会の地区連絡会議を石巻地区，気仙

沼地区で開催し，供給者と工事発注者との間で需給に関する情報共有，意見交換を行いました。（石

巻：７月・１０月・１２月，気仙沼：６月・８月・１２月） 

・公共関与型生コン仮設プラントの設置・稼働 

    気仙沼及び石巻地区で不足する生コンクリート対策として，生コン事業者が県との協定に基づきプラントを

4基建設し，コンクリートを供給しています。 

 

● 予定価格等の適切な算出 

労務や資材など変動が伴う実勢価格に対応し，予定価格等を適正に算出する必要があるため工事積算

に関して下記の対応を実施しました。 

    ・実勢を反映した労務単価の適用（平成 29年 3月 1日適用） 

    ・単品スライド条項の運用拡充（平成 25年 6月 25日適用）継続 

    ・被災地で使用する建設機械の損料の補正（平成 26年 10月 1日適用）継続 

    ・被災地で適用する積算基準の設定（平成 25年 10月 1日適用）継続 

    ・施工パッケージ型積算方式の導入（平成 26年 10月 1日適用）継続 

    ・資材単価の随時改定（主要資材について変動が確認された月毎実施） 

    ・被災地以外からの労働者確保に要する間接費の設計変更の運用（平成24年11月6日適用）継続 

    ・労働者宿舎の設置の積算方法等に関する試行（平成 25年 10月 23日適用）継続 

    ・土砂等建設資材を供給元で取引する場合の積算の取扱い運用（平成 25年 12月 1日適用）継続 

    ・復興係数による間接費の補正（平成 26年 2月 3日適用）継続 

    ・スライド条項（単品スライド）の手続き簡素化（平成 26年 2月 3日適用）継続 

 

● 技術者等の確保 

工事で必要となる配置技術者を確保するため既存制度の緩和や新たな制度の創出等下記の対応を実

施し，制度の見直しも随時行っています。 

    ・配置技術者が他の現場を兼ねる場合の明確化 

手持ち工事の完了が「着手するまでの期間」（60日以内）であれば応札可能 

（平成 25年 4月 1日施行 5月 7日公告から適用）平成２８年度に制度化 

    ・同一配置技術者の複数入札参加を可能 

複数工事に対し同一の配置技術者届出を可能とし，入札参加機会を拡大 

（平成 25年 9月 1日適用）平成２８年度に制度化 

    ・主任技術者が兼任可能となる現場間距離を 5ｋｍから 10Ｋｍへ拡大 

（平成 25年 10月 1日適用）継続 

    ・現場代理人が兼務可能となる範囲を同一市町村内のみとしていたものを，同一市町村又は 10ｋｍ以

内に適用条件を拡大 

（平成 25年 10月 11日適用）継続 
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● 入札契約制度の簡素化・迅速化 

増大する工事への対応として，応札機会の拡大や受発注者の事務手続き軽減のため，既存制度の拡

充や緩和，総合評価落札方式の改善など下記の対応を実施しました。 

  ・低入札価格調査制度，総合評価落札方式の適用緩和 

1億円未満について最低制限価格制度を適用し，受発注者の事務負担を軽減 

（平成 25年 4月 1日施行 5月 7日公告から適用）継続 

・1 億円未満について最低制限価格制度を適用したことにより，抽選入札多発による県内企業の受注割合が

低下したため，入札不調の発生が多い土木一式，建築一式，災害公営住宅に係る機械器具設置工事，

管工事，電気工事に適用工種を限定。 

（平成 26年 9月 1日改正）継続 

  ・施工体制事前確認方式（ｵｰﾌﾟﾝﾌﾞｯｸ）の緩和 

1億円未満の工事について予定下請負に係る部分のみ提出を緩和，工事内訳書の提出は継続 

（平成 25年 4月 1日施行 5月 7日公告から適用）継続 

  ・価格曲線の見直し 

価格評価点が満点となる入札率を80％から85％に変更，実態に合った入札率を反映，現行の調査基準

価格 85％との整合 

（平成 25年 4月 1日施行 5月 7日公告から適用）  

  ・施工体制事前確認方式（ｵｰﾌﾟﾝﾌﾞｯｸ）の緩和 

1 億円以上の工事で，入札時に入札参加者全員から提出する工事内訳書の下請情報等の記載は不要と

する。契約締結後に工事内訳書提出 

（平成 25年 9月 1日施行）継続 

・予定公告の公表 

建設工事について，入札公告の前に予告をホームページに掲載 

（平成 25年 10月 1日施行）平成２８年度に制度化 

・ＷＴＯ対象工事が不調となった場合の参加要件及び入札中止について運用実施 

（平成 26年 2月 3日施行）継続 

・大規模工事発注見通しの早期公表 

平成 2９年度発注予定の 5億円以上の大規模工事の発注見通しについて，公表の前倒し 

（平成 2９年 2月１４日公表） 

 

● 発注体制の強化 

復旧・復興事業の執行体制を強化するため，発注者支援業務の拡充など下記の対応を実施しました。 

・発注者支援業務の拡充（技術資料作成業務の追加）（平成 29年 2月 1日施行） 

・平成 2９年度発注者支援業務（工事監督，技術資料作成，用地補償総合技術）の発注見通しの早期

公表（平成 29年 2月 14日公表）  
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平成 2８年度末での見込み 

応急段階          復旧段階                   復興段階 

 

再生期の取組 

各種事業の執行状況や入札不調の状況に応じ，適切な入札制度や予定価格等の適正な算出，配置技術

者の確保等の改善を継続します。また，これまで実施してきた各種制度の創設や改善の効果，運用状況につい

て検証を行っていき必要な制度の改廃を実施します。 

● 建設資材の確保 

・建設資材需要動向調査に基づく最新需給見通しを定期的に公表します。 

・建設資材対策東北地方連絡会宮城県分会及び地区連絡会を通じた，各発注機関や関係団体との情

報共有，課題の把握と対応策の検討を行います。 

 

● 予定価格等の適切な算出 

・国による公共工事設計労務単価の適時改定を踏まえた早期適用，市場の実勢価格を反映した資材単

価の適時改定を実施します。 

・地域特性，現場条件を踏まえた施工計画・仮設計画の適正な積算や適切な設計変更の徹底を図りま

す。 

 

● 技術者等の確保 

・配置技術者の専任要件緩和等については適正な施工体制の確保を基本に改善等を継続します。また，

国等の動向に注視し制度の見直し等に随時対応します。 

 

● 入札契約制度の簡素化・迅速化 

・運用されている緩和措置等の運用状況や効果の検証を行い，より効果的な制度の運用及び改善，必要

に応じ廃止を含め対応します。 

 

● 発注体制の強化 

・発注見通しの早期作成を継続します。 

・施工管理体制の強化や安全管理の徹底により円滑な事業執行体制を構築します。 

 

平成 2９年度の取組について 

● 工事の円滑な推進体制の確保 

・建設関係団体との意見交換などにより現場の課題を把握して対策を講じ，進捗を図ります。 

・現場の負担を軽減する「工事情報共有システム」の活用拡大に努めます。 

 

● 建設資材の確保 

・建設資材需要動向調査に基づく最新需給見通しの公表を行います。（概ね四半期ごと） 

・建設資材対策東北地方連絡会宮城県分会及び地区連絡会を通じて，各発注機関や関係団体との情

報共有を図り，課題の把握と対応策を検討します。 

・建設資材供給安定計画に基づく対策の実施及び需給量変動等に伴う計画のフォローアップを行います。 

・公共関与型生コン仮設プラントから指定工事への円滑な供給を図ります。 

 

● 予定価格等の適切な算出 

・実勢を反映した資材単価の随時改定（主要資材：変動が確認された月ごと） 

・労務費調査の実施（平成 29年 10月調査） 

概算契約による 

応急的な工事・ 

業務の実施 

・入札契約制度の特例措置等制度の拡充や緩和の実施。 

特例制度等の運用状況のモニタリング。業界，各公所との意見交換  

・適正な予定価格等算出のための基準改正等 

今後も，入札不調の状況や国の施策による制度の改正，拡充等をタイムリーに実施する 
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・国による公共工事設計労務単価の適時改定を踏まえた早期適用 

・地域特性，現場条件を踏まえた施工計画・仮設計画及び適正積算と，適切な設計変更の徹底 

 

● 技術者等の確保 

・緩和措置の運用状況をモニタリングし活用状況が少ない措置については，発注者，受注者双方が適切に

活用するよう周知徹底します。また，意見交換を行い制度の改廃について検討を行います。 

 

● 入札契約制度の簡素化・迅速化 

・継続している特例措置等の運用状況や，入札状況をモニタリングし制度の改廃について検討します。 

 

● 発注体制の強化 

・発注者支援業務（工事監督支援，技術資料作成業務，用地補償総合技術支援）の円滑な実施に

向け，発注見通しの早期公表を実施。発注者支援の進行管理やフォローアップを行うとともに，現場のニー

ズを踏まえた適切かつ効果的な発注者支援業務の運用を図ります。 

・発注者側の人材育成として，派遣職員研修，新任班長研修，用地講座，実務研修等を継続するとと

もに，復旧・復興工事の増大により頻発している建設業法等の法令違反に適切な対処をするため法令遵守

講習会を継続的に開催します。 

・大規模工事の監督体制や工事出来高の向上策等を検討し，施工管理体制の強化を図ります。 
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（７） 土地評価及び用地取得 

 

災害に強いまちづくりを進めていく上での課題 

● 事業用地の早期取得のための体制と制度の整備 

● 国や被災市町等との連携強化 

平成 28年度の取組 

● 復旧・復興事業の用地の取得状況 

平成２９年３月３１日時点（見込み）で，取得が必要な事業用地は 12,340 筆（復旧事業：5,684

筆，復興事業：6,656筆）あり，これまで9,972筆（復旧事業：4,980筆，復興事業：4,992筆），筆

数ベースでの取得率で,81％（復旧事業：約 88％，復興事業：75％）の用地を取得している。そのうち平成

２８年度の取得数については，1,877筆（復旧事業：483筆，復興事業：1,394筆）となっている。 

 

 

 ● 用地担当職員の増員と自治法派遣職員による応援 

復旧・復興事業に伴う１万２千筆を超える膨大な量の用地取得業務に対応し，職員の増員を図ってきたが，

本県職員のみの体制には限界があり，平成２５年度以降，各都道府県から毎年約３０人の派遣職員の御支

援をいただき，主に被害規模の大きかった沿岸部３土木事務所の用地取得業務に御尽力をいただいている。 
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 ● 用地取得業務における外部委託の活用 

用地職員のマンパワー不足を解消すべく，平成２５年度から導入した用地交渉そのものを補償コンサルタントに

委託する用地補償総合技術業務を行っている。併せて土地開発公社に対し公共用地取得業務と多数共有地や

数次相続発生地など多数権利者が存する土地の処理等に関する業務の委託を行った。 

なお，さらなる外部委託の活用として，用地補償総合技術業務などの用地関連業務を監理するための用地監

理業務を委託している（平成２７年７月以降３件発注）。 

 

 

 ● 登記事務の迅速化・効率化 

・ 膨大な用地取得が伴う沿岸３土木事務所における土地の権利調査や取得用地の登記事務に対して，内陸

４土木事務所の登記嘱託員による支援体制を活用させている。 

・ 登記事務の迅速化のため，業務委託についても積極的に活用することとしているが，事務所における発注事

務の負担軽減のため，土地家屋調査士協会及び司法書士協会と単価協定を締結した。 

平成２８年度の委託実績は，表示登記（土地家屋調査士協会）737 筆，権利登記（司法書士協

会）178筆，計 915筆となっている。（平成２８年１２月３１日時点） 

 

 ● 用地職員の育成，業務処理能力の向上及び被災市町の支援 

・ 用地職員の業務処理能力等のさらなる向上を図るため，特に災害復旧事業の用地取得における課題を的確

に把握し，それを反映させることにより実践的な研修を実施した。 

・ 被災市町における用地職員についてもマンパワー及び経験不足等の課題があったことから，平成２４年度から

県主催の研修会について受講対象者を市町村職員にも拡大し，被災市町が行う復旧・復興事業における用地

取得業務の支援を行った。 

 
 

 ● 土地収用制度 

任意交渉による用地交渉が困難と見込まれる事業箇所について，収用に向けた事業認定手続きが必要と判

断した箇所については，いわゆる「３年８割ルール（幅杭打設後から３年経過又は用地取得率８割）」によるこ

となく，国（事業認定庁）と協議しながら申請に向けた準備を進めた。 

平成２９年度 3月末現在，17件の事業認定申請，9件の収用裁決申請（うち取下げ 1件）が行われ，

5件の収用裁決がなされている。 
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 ● 財産管理人制度 

国が財産管理人の候補者（弁護士，司法書士）を確保することで申請者が候補者を捜す手間が不要になっ

たこと等により，選任手続が短縮され，権限外行為の許可を経て売買契約まで３～４週間で可能となった。 

申請費用も示され（１０万円程度），用地取得目的であれば県が利害関係人として申立てることができるも

のとし，予納金が生じた場合も県が負担した。 

行方不明者の場合，震災前においては土地収用法による取得を検討していたが，財産管理人制度が短期間

で費用も安価であることから積極的に活用している。 

平成 29年 3月末現在，不在者財産管理人で１９件，相続財産管理人で 10件の活用実績がある。 

 

 ● 事務委任規則等の改正 

土地収用法に関する事業認定申請，収用裁決申請に係る知事権限で行っている事務のうち，実質的には事

務所で完結している事務について事務所長権限で処理できるよう事務委任規則（事務決裁規程）を改正したこ

とで，地権者への速やかな対応，処理期間の短縮，事務負担の軽減が図られより迅速な用地取得が可能にな

ると見込まれる。 

平成 28年度末での見込み 

             目標段階                               実施段階 

 

 

平成 29年度の取組について 

 ● 用地取得に係る進行管理の適正化 

用地取得目標の確実な達成に向け，用地取得状況等を定期的に把握し，状況に応じた課題への対応と進

行管理を行う。特に，事業毎の完成スケジュールとの整合・調整に留意して，工事発注時期までの用地取得を推

進する。 

 

 ● 土地収用法に係る事務の適性かつ迅速，効率的な活用 

期限までの事業施行には，用地取得の完了が，またそのためには収用裁決申請が不可欠である。通常用地の

取得と併行しての作業であることや裁決案件数が多数であり，裁決申請にかかるマンパワー不足も懸念されること

から，事業認定の申請時期や手続保留に関する調整についても積極的な対応を行う。 

 

 ● 用地取得に係る各種制度の活用 

取得困難地には，行方不明者や休眠抵当権，筆界未定地等も多いが，土地収用法による用地取得では

事業認定及び収用裁決の手続に相当の時間を要することから，土地収用法だけに頼るのではなく，財産管理制

度の有効活用や，休眠抵当権設定用地の取得方法の弾力化など案件に応じて対応していく。 

 

 ● 市町村支援 

市町村においても，県と同様に用地隘路の取得が課題となっていることが推察されることから，県の取組や用地隘路

の取得方法，各種情報について研修会等により周知を図る。 

 

  
要取得用地数 12,340筆 

［復旧 5,684筆，復興 6,656筆］ 

取得済用地数 9,972筆（81％） 

［復旧 4,980筆（88％），復興 4,992筆（75％）］ 
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【津波対策としての防潮堤や多重防御施設の整備】 

●海岸堤防の高さの考え方については，学識経験者，海岸を所管する省庁と，岩手・宮城・福島県の関

係者で構成する「海岸における津波対策検討委員会」において海岸堤防の高さや構造などの検討が行われ，

委員会での検討内容を踏まえて，設計津波の水位を決定しています。 

検討委員会では，中央防災会議の東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専

門調査会での中間取りまとめ「今後の津波防災対策の基本的な考え方について（平成 23 年 6 月 26

日）」の内容を踏まえて設計津波の高さの設定方法について審議されています。 

 

中央防災会議専門調査会 

3．津波対策を構築するにあたってのこれからの想定津波の考え方 

（3）頻度の高い津波に対する海岸保全施設等による津波対策 
 

●海岸保全施設等の整備の対象とする津波高を大幅に高くすることは，施設整備に必要な費用，海岸の環

境や利用に及ぼす影響などを考慮すると現実的ではない。 

●しかしながら，人命保護に加え，住民財産の保護，地域の経済活動の安定化，効率的な生産拠点の確保

の観点から，引き続き，比較的頻度の高い一定程度の津波高に対して海岸保全施設等の整備を進めていく

ことが求められる。 

 

 

●海岸堤防の整備については，用地の新規取得が必要な場合もあり，工事着手までに不測の時間を要

することもあることから，部分着手の活用や現場への丁張り設置などにより，復興の姿がイメージできるような

「見える復興・見せる復興」を実施しています。 

 

【復興まちづくり事業の推進】 

●三陸地域などの場合は，可住地が限られていることもあり，限られた土地の中で防災に配慮した適正な

土地利用への転換が必要となります。新しいまちづくりの計画の立案にあたっては，住民との合意形成を経て，

策定されるまでには一定の時間が必要であり，その間，無秩序な建築行為や投機的な土地取引を制限す

る必要があります。 

 

4．復興まちづくりプロセスへの宮城モデルの考え方の適用 

 「災害に強いまちづくり宮城モデル」の考え方を具現化するためには，復旧・復興の各段

階で必要な取組を着実に実施していく必要があります。ここでは，復旧期，再生期，発

展期の各段階で必要な取組を記載します。 

復旧期（1～2年目） 
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宮城県では，緊急の措置として建築基準法第 84 条に基づく建築物の制限を行い，その後に各市町に

より被災市街地復興特別措置法に基づく被災市街地復興推進地域を指定し，発災から最長 2 年間，

市街地整備改善のための手続きが行われるまで，建築行為に対して許可を受けるよう制限し，被災市街

地の緊急かつ健全な復興を図ることとしています。 

 

●被災直後においては，被災市町は震災対応に追われ，復興まちづくり計画を検討する余裕もなかったこ

とから，県が被災市町の立場に立ち，計画のたたき台を作成し，市町に提示しています。また，その計画

のたたき台を基に，その実現のために地元負担を伴わない財政措置を国に働きかけることも行っています。 

今回の震災では，防災集団移転促進事業，被災市街地土地区画整理事業の制度拡充が実現して

います。 

 

【復興住宅の整備】 

●被災から 1 年目は多くの県民が避難所生活を強いられているため，避難者の早急な生活拠点を確保す

るべく，民間賃貸住宅や公営住宅なども活用しつつ，応急仮設住宅を整備します。 

 

●住宅の復興にあたっては，自力再建への支援と公的住宅の供給促進が主となります。自立再建への支

援については，国の取組や施策を活用し，個人の自力再建支援に向けて適切な支援を行います。 

 

【土地評価及び用地取得】 

●用地の新規取得にあたっては，膨大な事業用地の取得が見込まれており，計画的かつ効率的に推進す

るため，権利者調査などを外部委託，早期発注，住所確認事務における住民基本ネットワークシステムの

活用，工事設計などにおける用地リスクの軽減などを行っています。 

被災市町への支援としては，不動産鑑定評価の一括鑑定とその情報提供，市町職員への研修会の充

実，被災市町に対する用地補償に関する相談会などを行い，被災市町への用地職員不足への対応を行

っています。 

 

 

【津波対策としての防潮堤や多重防御施設の整備】 

●海岸堤防の構造にあたっては，学識経験者，海岸を所管する省庁と，岩手・宮城・福島県の関係者で

構成する「海岸における津波対策検討委員会」において海岸堤防の高さや構造などの検討が行われ，委

員会での検討内容を踏まえて，構造の考え方を決定しています。 

具体的には裏法尻部の洗掘防止のため，裏法尻部への保護工の設置及び裏法の緩勾配化を図り，

天端保護工，裏法被覆工及び表法被覆工の流出防止，堤体土の吸出防止のため，部材厚の確保や

部材間の連結による重量や強度の確保を図り，波返工の倒壊防止のため，設計外力を津波とする海岸

堤防等における天端までの盛土，波返工を採用する場合の配筋による補強を図り，「粘り強い構造」としま

す。 

復旧期（2～3年目） 再生期（3～5年目） 
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●今回のような大規模な津波災害が発生した場合でも，一次避難に加えて，津波避難タワーなどの避難

場所からの二次避難や被災者の救出に使用できるよう，避難路，救出路を整備します。 

避難路・救出路の構造は，津波により冠水した場合でも水はけが早く，また，破壊が生じにくいと考えら

れる高さ 2ｍ以上の盛土構造とします。幅員についても緊急車両がすれ違い可能な車道幅員とし，徒歩に

よる避難者が多いと想定される場所では，歩道も十分な幅員を確保します。今回の震災では，避難した地

域や建物について，孤立したとの問題が指摘されたことから，内陸部から避難ビルなどを結ぶ早期通行が可

能な道路ネットワークとして整備します。 

 

●避難路・救出路を設定する場合には，避難困難地域の抽出や避難場所・津波避難ビルなどの検討を

行い，避難路を検討します。宮城県の場合は，「津波避難のための施設整備指針」に基づいて検討を行

います。 

こうした避難計画策定のための基礎資料となる津波浸水予測図については，津波防災地域づくり法に基

づき，県が策定し，市町に提供します。法律では津波浸水予測を最悪の条件下で実施するため，復興ま

ちづくりで想定している津波浸水区域と結果が異なります。そのため，公開にあたっては，関係市町と十分

調整を図りながら実施します。 

 

【被災教訓の伝承】 

●今回の津波被災の教訓を後世に残すために，「3.11 伝承減災プロジェクト」として津波浸水表示板を設

置します。今回の津波の浸水区域や浸水高さを現地に標識などで表示することにより，実物大のハザードマ

ップとして防災意識啓発に活用します。 

 

【復興まちづくり事業の推進】 

●迅速な土地利用再編を行うために，複数の許可手続をワンストップで処理するための復興整備協議会を

組織します。復興整備協議会での協議を経たものは，事業に必要となる許可があったものとして取り扱いま

す。 

 

●防災集団移転促進事業，被災市街地復興土地区画整理事業については，市町が遅滞なく復興交

付金の交付が受けられるよう，復興交付金事業計画の作成などについての支援を行います。また，市町の

事業が円滑に進むよう，県が①積算や施工管理の民間委託，②設計，補償交渉や工事等の民間一括

委託等の実施手法を検討し，逐次，情報提供を行っています。 

 

【復興住宅の整備】 

●災害により住宅を失い，自ら住宅を確保することが困難な方に対して，安定した生活を確保してもらうた

めに，災害公営住宅を中心として，良質で低廉な家賃の公的賃貸住宅を供給します。 
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●「防災集団移転促進事業」や「土地区画整理事業」等の進捗に伴い，住宅再建のための土地が確保さ

れたことから，被災者の自力再建を促進するために県独自の二重ローン対策や住宅再建に必要な各種情

報を的確に提供し，周知を図ります。 

 

【復旧・復興事業の施工確保に向けた取組】 

●復旧・復興工事は過去に例のない規模となることから，適正かつ効率的に執行していくことが求められます

が，技術者や労働者や建設資材の不足などにより入札不調は依然として高い傾向が続いています。 

建設企業の担い手不足や労務資材の単価高騰，発注者側のマンパワー不足の問題などを関係機関と

連携しながら，施工体制を確保していくこととします。具体的には以下の 6 つの取組があげられます。 

①工事の円滑な推進体制の確保としては，建設関係団体との意見交換を行うなどして現場の課題を把

握し対策を講じるとともに，例えば現場の負担を軽減する「工事情報共有システム」の導入などを進め，

工事進捗を図ります。 

②建設資材の確保としては，資材団体等との調整会議を開催し，需給情報を共有して安定供給に努

めます。特に，ひっ迫等が懸念される資材については，地域に密着したきめ細かな調整を図るため，地

区連絡会議を開催して取組ます。 

③予定価格の適正な算出としては，国の労務単価改定の早期適用・資材単価改定訂の随時実施など，

市場の実勢の反映に努めてまいります。 

④技術者等の確保としては，工事発注ロットの大型化，工事の省力化・省人化を図ります。大規模工

事等については債務負担行為等の活用による，適正な工期の設定により応札環境の改善を行いま

す。 

⑤入札契約制度については，入札機会の拡大のため発注見通し早期公表を実施します。また，現場の

ニーズ把握に努め，建設業団体と意見交換を行いながら，適時・適切な対策を講じていきます。 

⑥発注体制の強化としては，発注ロットの拡大による省力化，自治法派遣職員の協力要請の継続，

派遣職員，新任職員，用地担当職員の研修の充実を継続するとともに，発注者支援業務の拡充

や大規模工事の監督体制の強化を行います。 

 

 

【震災教訓の伝承】 

●震災の被害・教訓を風化させないように，他部局とも連携を図りながら震災経験を踏まえた防災教育，

出前講座の充実・見直しを図り，県民などへの津波に対する意識啓発活動を実施します。 

また，「3．11 伝承・減災プロジェクト」や「みやぎ津波防災月間」における津波防災シンポジウムを開催

するなど，県民の減災や防災に対する意識啓発を図ります。沿岸住民と共同して実施した「災害に強いまち

づくり」などの検討を踏まえ，ハード整備とあわせた総合的な津波対策を推進します。 

●津波の写真や映像は，県が撮影したもの以外にも民間企業記録したものを含めると，数多くあり貴重な

資料となります。膨大な資料を収集し，今後の防災活動などに活用できるよう取りまとめていきます。 

再生期（5～7年目） 発展期（8～10年目） 
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【復興まちづくり事業の推進】 

●防災集団移転促進事業，被災市街地復興土地区画整理事業については，市町の事業が円滑に進

むよう，新市街地の完成を目指し，関連する公共土木施設を概成させ，都市機能のさらなる充実を図り

ます。 
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（1） 仙台湾南部平野のような低平地の場合 

 

 復興まちづくり事業の各段階において，「災害に強いまちづくり宮城モデル」の考え方を適用すると以下の図の

とおりとなります。復興まちづくり事業の進捗は，各市町の被災状況や事業規模，事業に対する住民の合意

形成の状況によって異なりますが，低平地では多重防御による大津波対策，市町へのまちづくり支援及び安

全な避難場所と避難経路の確保などにより災害に強いまちづくりを進めていきます。 

 

 
 
 
 

土嚢積み等
仮設堤防がれき撤去

仮設住宅

震災前の地盤面

●震災がれきの撤去
●仮設堤防による高潮などへの安全性の確保
●仮設住宅の建設と就業場の早期復旧

●早期事業着手
（見える復興・見せる復興）

丁張りの設置
部分着工

●復興まちづくり計画の策定支援

復興まちづくり計事業計画候補地

災害危険区域

●災害危険区域の設定及び規制内容の調整

●自立再建支援
（二重ローン対策）

●土地評価，地権者協議の迅速化
と用地買収の早期着手
●土地情報の共有化

復旧期（1～2年目）

仮設住宅

震災前の地盤面

●災害公営住宅の整備
●海岸堤防の復旧，盛土構造の道路の整備
●復興まちづくり事業計画の推進

海岸堤防の
復旧

L1津波に対応した高さ
数十年から百数十年に
一度の津波の高さ

災害公営
住宅

3.11伝承・減災
プロジェクト

●想定津波の考え方
●沿岸防護施設の高さの考え方

●沿岸防護施設の粘り強い構造

●避難路・救出路の整備
●避難計画の考え方

盛土構造の
道路の整備

●津波浸水予測図の提供

●防災集団移転促進事業の促進
●被災市街地復興土地区画整理事業の促進

●災害公営住宅
の整備

●津波浸水表示板の設置

●建設資材の確保（生コン，砕石，盛土材）
●予定価格の適切な算出
●技術者などの確保
●入札契約制度の改善
●事業執行体制の強化（発注者支援など）

復旧期（2～3年目）

再生期（3～5年目）

L1津波に対応した高さ
数十年から百数十年に
一度の津波の高さ

●想定津波の考え方
●沿岸防護施設の高さの考え方

防災集団移転促進事業

農地の復旧

土地区画整理事業

●防災集団移転促進事業，土地区画整理事業の推進
●農地復旧，防潮林の整備

防潮林

●防災集団移転促進事業の促進
●被災市街地復興土地区画整理事業の促進

●県民への啓発活動
●津波資料のアーカイブ化
●防災教育への支援

再生期（5～7年目）

発展期（8～10年目）

貞山運河
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（2） 三陸地域などのように高台移転などを伴う場合 

 

 復興まちづくり事業の各段階での「災害に強いまちづくり宮城モデル」の考え方を，リアス式海岸を抱える三陸

地域で適用すると以下のとおりとなります。急峻な山地が多く低平地が少ないエリアでは，高台移転・職住分

離をはじめとし，市町へのまちづくり支援及び安全な避難場所と避難経路の確保などにより災害に強いまちづく

りを進めていきます。 

 

 
 
 
 

土嚢積み等
仮設堤防がれき撤去

震災前の地盤面

●震災がれきの撤去
●仮設堤防による高潮などへの安全性の確保
●仮設住宅の建設と就業場の早期復旧

●早期事業着手
（見える復興・見せる復興）

丁張りの設置
部分着工

災害危険区域

●災害危険区域の設定及び規制内容の調整

●土地評価，地権者協議の迅速化
と用地買収の早期着手
●土地情報の共有化

復旧期（1～2年目）

●災害公営住宅の整備
●海岸堤防の復旧
●復興まちづくり事業計画の推進

●建設資材の確保（生コン，砕石，盛土材）
●予定価格の適切な算出
●技術者などの確保
●入札契約制度の改善
●事業執行体制の強化（発注者支援など）

復旧期（2～3年目）

再生期（3～5年目）

●防災集団移転促進事業の促進
●本格的な市街地形成

再生期（5～7年目）

発展期（8～10年目）

仮設住宅

●復興まちづくり計画の策定支援

復興まちづくり計事業計画候補地

●自立再建支援
（二重ローン対策）

震災前の地盤面

仮設住宅
海岸堤防の
復旧

●沿岸防護施設の粘り強い構造

災害公営
住宅

●災害公営住宅
の整備

災害公営
住宅

●防災集団移転促進事業の促進

●津波浸水予測図の提供

L1津波に対応した高さ
数十年から百数十年に
一度の津波の高さ

●想定津波の考え方
●沿岸防護施設の高さの考え方

3.11伝承・減災
プロジェクト

●津波浸水表示板の設置

宅地造成

防災集団移転促進事業

●防災集団移転促進事業の促進
●県民への啓発活動
●津波資料のアーカイブ化
●防災教育への支援

災害公営
住宅

災害公営
住宅

3.11伝承・減災
プロジェクト

海岸堤防の
復旧

防災集団移転促進事業
産業系エリア

L1津波に対応した高さ
数十年から百数十年に
一度の津波の高さ

●想定津波の考え方
●沿岸防護施設の高さの考え方
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（3） 東北の発展と宮城の飛躍を支える交流・産業基盤の整備への適用 

 
三陸沿岸部から仙台南部平野までを南北に結び，今回の東日本大震災においても救命救急活動や緊急

物資輸送等において，「命の道」として重要な役割を果たし，地域振興，地域間交流及び今後の被災地の
復興を支える三陸縦貫自動車道や常磐自動車道について，沿岸部の「防災道路」や「復興道路」としての位
置づけを明確にし，整備促進を目指していきます。 
また，東北地方の物流の大動脈である東北縦貫自動車道と三陸縦貫自動車道を結ぶみやぎ県北高速

幹線道路についても，県土の東西軸の連携強化，内陸部から沿岸部への被災地への復興支援を担う道路
として整備を推進していきます。 
港湾施設については，仙台塩釜港が東北地方のエネルギー供給拠点，東北を支える国際物流拠点，観

光及び離島振興の交流拠点であることから，単なる原形復旧ではなく機能拡充のための整備を継続し，大
水深・耐震岸壁の整備やポートセールスなどを充実させ，物流や観光交流などの社会経済活動がいかなる場
合でも停滞することが無いよう，整備を推進していきます。 
仙台空港については，国が実施する滑走路液状化対策などの耐震化を促進するとともに，仙台国際空港

株式会社と連携を図りながら，空港の機能充実と周辺地域の活性化に向け，空港利用の旅客・貨物の需
要喚起やエアポートセールスに積極的に取り組んでいきます。 

 
 

 
 
 

●常磐自動車道(山元IC～岩沼IC間)
４車線化整備促進

●大島架橋整備事業の整備推進

凡例

道路整備事業，高規格幹線
道路，地域高規格幹線道路
の整備

高規格幹線道路

I.C.の整備

●みやぎ県北高速幹線道路の
整備推進

●三陸縦貫自動車道の整備促進

大島架橋のイメージ図

（一）大島浪板線
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346
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4

457
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三陸縦貫

仙台南部道路

港湾

●仙台塩釜港，石巻港，松島港の三港一体化

仙台塩釜港（塩釜港区）

仙台塩釜港（仙台港区）

仙台塩釜港（松島港区）

仙台塩釜港（石巻港区）
（旧：石巻港）

●国際拠点港湾仙台塩釜港（仙台港区，石巻港区）
の整備と各港湾の利用促進

空港

仙台空港

●仙台空港民営化を契機とした空港及び周辺地域の活性化

みやぎ県北高速幹線道路
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災害に強いまちづくり宮城モデルの構築に向けた取組（平成 28年度版） 
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