
　社会資本総合整備計画 防災・安全交付金             令和04年02月08日

計画の名称 宮城県の市街地における台風第19号災害からの復興を推進する社会資本整備（防災・安全）

計画の期間   平成３１年度 ～   令和０５年度 (5年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 気仙沼市,岩沼市,白石市,涌谷町,角田市,大崎市,大郷町,富谷市

計画の目標 令和元年10月の台風第19号に伴う大雨により被災した宮城県内の市町村において、早期復興のための復興まちづくり計画策定や防災ハザードマップの作成、避難路・避難場所の整備により、災害に強く、持続あるまちづくりを推進する。

また、東日本大震災の被災を教訓とした防災施設の強化及び防災情報の充実を図り、災害に強いまちを実現する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               3,255  Ａ               3,209  Ｂ                   0  Ｃ                  46  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）      1.41 ％

番号

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

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（R1当初） （R3末） （R5末）

   1 地域防災力向上を目指し、防災ハザードマップを作成し住民に公表する。避難所等の地区公共施設整備及び安全な宅地整備の進捗を図る。

復興まちづくり計画の公表率、防災ハザードマップの公表率、防災施設等の住民認知率 0％ 0％ 100％

（公表数）/（復興まちづくり計画策定予定市町村数）、（公表数）/（ハザードマップ作成予定市町村数）、（防災施設等整備完了周知地域数）/（防災施設等整備地域

数）、（宅地整備完了周知地域数）/（宅地整備地域数）

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む 〇 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

気仙沼市国土強靱化地域計画（A13-001）大崎国土強靱化地域計画（A13-007）大郷町国土強靱化地域計画（A13-008,009）

1 案件番号： 0000368779



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

市街地整備事業 A13-001 都市防災 一般 気仙沼市 直接 気仙沼市 － － 都市防災総合推進事業（

地区公共施設等整備／八

日町地区）

避難路整備 気仙沼市  ■  ■  ■         239 －

A13-002 都市防災 一般 岩沼市 直接 岩沼市 － － 都市防災総合推進事業（

地区公共施設等整備／西

部地区）

避難施設整備 岩沼市  ■  ■  ■         556 －

A13-003 都市防災 一般 白石市 直接 白石市 － － 都市防災総合推進事業（

地区公共施設等整備／白

石地区）

マンホールトイレ整備 白石市  ■  ■          30 －

A13-004 都市防災 一般 涌谷町 直接 涌谷町 － － 都市防災総合推進事業（

地区公共施設等整備／涌

谷地区）

避難施設機能強化 涌谷町  ■  ■          20 －

A13-005 都市防災 一般 角田市 直接 角田市 － － 都市防災総合推進事業（

被災地における復興まち

づくり総合支援事業／角

田地区）

非常用発電設備整備・避難誘

導看板整備

角田市  ■  ■           6 －

1 案件番号： 0000368779



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

市街地整備事業 A13-006 都市防災 一般 角田市 直接 角田市 － － 都市防災総合推進事業（

防災・減災対策等強化事

業推進費／左関地区）

避難路整備 角田市  ■          81 －

A13-007 都市防災 一般 大崎市 直接 大崎市 － － 都市防災総合推進事業（

地区公共施設等整備／鹿

島台地区）

避難路整備，避難施設整備 大崎市  ■  ■  ■  ■  ■         745 －

A13-008 都市防災 一般 大郷町 直接 大郷町 － － 都市防災総合推進事業（

被災地における復興まち

づくり総合支援事業／中

粕川地区外）

避難施設照明設備改修・避難

施設冷暖房設備整備・復興ま

ちづくり計画策定・地域防災

計画改訂・避難路整備・避難

施設整備等

大郷町  ■  ■  ■  ■  ■       1,208 －

A13-009 宅地耐震 一般 大郷町 直接 大郷町 － － 宅地耐震化推進事業（宅

地嵩上げ安全確保事業（

浸水対策）／中粕川地区

）

宅地嵩上げ 大郷町  ■  ■         324 －

 小計       3,209

2 案件番号： 0000368779



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

合計       3,209

3 案件番号： 0000368779



C 効果促進事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

市街地整備事業 C13-001 都市防災 一般 富谷市 直接 富谷市 － － 都市防災総合推進事業（

住民等のまちづくり活動

支援／富谷地区）

防災ハザードマップ作成 富谷市  ■  ■          34 －

防災ハザードマップを作成することに伴い，減災対策の取組を進め住民の災害対応力を向上させることが出来る。

C13-002 都市防災 一般 気仙沼市 直接 気仙沼市 － － 都市防災総合推進事業（

住民等のまちづくり活動

支援／気仙沼地区外25地

箇所）

防災ハザードマップ作成 気仙沼市  ■  ■          12 －

防災ハザードマップを作成することに伴い，減災対策の取組を進め住民の災害対応力を向上させることが出来る。

 小計          46

合計          46

1 案件番号： 0000368779



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

H31 R02

配分額 (a)                     490                      41

計画別流用増△減額 (b)                       0                       0

交付額 (c=a+b)                     490                      41

前年度からの繰越額 (d)                       0                     490

支払済額 (e)                       0                     279

翌年度繰越額 (f)                     490                     213

うち未契約繰越額(g)                     490                      35

不用額 (h = c+d-e-f)                       0                      39

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                     100                   13.93

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

関係機関との協議に不測の

日数を要したため。

新型コロナウィルス感染症

の感染拡大に伴う影響によ

り,業務進捗に不測の時間

を要したもの。

1 案件番号： 0000368779


