
2 東日本大震災の復興に資する土砂災害対策（復興基本方針関連（復興））
平成２８年度　～　平成３２年度（５年間） 宮城県

東日本大震災等からの復興に向け、土砂災害発生箇所の早期復旧をめざすとともに、２次災害を未然に防止して住民生活基盤の早期再建を支援するため、砂防えん堤、急傾斜地崩壊対策施設及び地すべり対策施設の整備を
促進する。
また、地震により土砂災害が起こりやすくなっていることから、過去に土砂災害の被害を受けた箇所及び要配慮者施設に係る土砂災害危険箇所の土砂災害対策を推進する。

①東日本大震災等により土砂災害等が発生した箇所での対策施設完成箇所数
②過去に土砂災害の被害を受けた箇所及び災害時要援護者施設に係る土砂災害危険箇所でのハード対策実施箇所数（土砂災害から守られる住宅戸数）

（H32末）

①東日本大震災により土砂災害等が発生した箇所での対策施設完成箇所数 4箇所 10箇所

　 東日本大震災等により土砂災害を受け、対策工事が完了した箇所数／東日本大震災等により土砂災害を受け、対策工事に着手した箇所数[母数 10］ 40.0%
②施設整備により保全される人家戸数 15128戸 15,523戸

 ●H23時点で継続中の災害フォロー箇所（過去に土砂災害を受け，再び災害を受けやすい箇所）での対策施設完成箇所数 6箇所 7箇所

H23時点で継続中の災害フォロー箇所での対策施設完成箇所数　／　H23時点で継続中の災害フォロー箇所数[母数 7] 85.7% 100.0%

A　基幹事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業及び 備考

種別 種別 対象 間接 施設種別 H28 H29 H30 H31 H32 H26以降残事業費

2-A1-1 砂防 一般 宮城県 直接 － 火山砂防 新設 迫川火山砂防事業 砂防えん堤工 N=1基 栗原市 350

2-A1-2 砂防 一般 宮城県 直接 － 火山砂防 新設 松川火山砂防事業 渓流保全工 1式 蔵王町 880

2-A1-3 砂防 一般 宮城県 直接 － 通常砂防 新設 川畑沢通常砂防事業 砂防えん堤工 N=1基 涌谷町 30

2-A1-4 砂防 一般 宮城県 直接 － 通常砂防 新設 南台沢通常砂防事業 砂防えん堤工　N=1基 白石市 281

2-A2-1 地すべり 一般 宮城県 直接 － 地すべり 新設 平地すべり対策事業 集水井集水ボーリング擁壁工村田町 12

2-A3-1 急傾斜 一般 宮城県 直接 － 急傾斜 新設 前浜の2急傾斜地崩壊対策事業 吹付法枠工 L=230m 石巻市 120

合計 1,673

Ｂ　関連社会資本整備事業

Ｂ１　○○事業

事業 地域 交付 直接 備考

種別 種別 対象 間接 H23 H24 H25 H26 H27 H26以降残事業費

合計

番号 備考

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）工種

一体的に実施することにより期待される効果

全体事業費
（百万円）

番号 事業者
省略 要素となる事業名

（事業箇所）
事業内容  市町村名

事業者
省略
工種

要素となる事業名
（事業箇所）

事業内容 市町村名
事業実施期間（年度）

Ｃ 0
効果促進事業費の割合

0.0%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

交付対象事業

全体事業費
（百万円）

合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

1,673 Ａ 1,673 Ｂ 0

備考
当初現況値 中間目標値 最終目標値

（H27末）

100.0%
15,404戸

社会資本総合整備計画（復興基本方針関連（復興））（砂防）
計画の名称
計画の期間 交付対象
計画の目標

　　計画の成果目標（定量的指標）

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値
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Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 備考

種別 種別 対象 間接 H28 H29 H30 H31 H32

合計

番号 備考

その他関連する事業

地域 交付 直接 備考

種別 対象 間接 H28 H29 H30 H31 H32

一般 宮城県 直接 － 通常砂防 新設 小屋館沢通常砂防事業 砂防えん堤工　N=1基 白石市 138

一般 宮城県 直接 － 通常砂防 新設 小屋館沢２通常砂防事業 砂防えん堤工　N=1基 白石市 132

一般 宮城県 直接 － 急傾斜 新設 羽黒町急傾斜地崩壊対策事業 法枠工　L=m 石巻市 190

－ 砂防 新設 松川火山砂防事業 渓流保全工 1式 蔵王町 1,900

合計 2,360

砂防

砂防

急傾斜

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）工種

事業種別 事業者
省略

要素となる事業名 事業内容 市町村名

一体的に実施することにより期待される効果

全体事業費
（百万円）工種

番号 事業者
省略

要素となる事業名 事業内容
事業実施期間（年度）

市町村名
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計画の名称 2 東日本大震災の復興に資する土砂災害対策（復興基本方針関連（復興））

計画の期間 平成２８年度　～　平成３２年度　（５年間） 宮城県交付対象

2‐A1‐4 南台沢

2‐A1‐2 松川

2‐A1‐1 迫川

2‐A2‐1 平

2‐A3‐1 前浜の2

2‐A1‐3 川畑沢


	(H28変更_宮城県)東日本大震災の復興に資する土砂災害対策（復興）
	(最終)東日本大震災の復興に資する土砂災害対策（復興）

