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復旧・復興の進捗状況【平成26年8月末現在】 

●災害復旧工事の進捗状況 ●復興まちづくり事業の進捗状況 

道路・橋梁施設 
（1,546箇所） 

河川施設 
（274箇所） 

海岸保全施設 
（74施設） 

港湾施設 
（292箇所） 

下水道施設 
（121箇所） 

砂防・地滑・ 
急傾斜施設 
（8施設） 

公共土木 
施設全体 

（2,322箇所） 

着手率 約97% 
完成率 約89％ 

着手率 約95% 
完成率 約77％ 

着手率 100% 
完成率 100％ 

着手率 100% 
完成率 100％ 

着手率 約69% 
完成率 約37％ 

着手率 約93% 
完成率 約79％ 

着手率 約92% 
完成率 約5％ 

50% 100% 

50% 100% 

防災集団移転促進事業 
（12市町195地区で計画） 

造成工事着手率 約97％ 
住宅建築可能率 約18％ 

事業認可率 約82％ 
工事着工率 約50％ 

事業認可率   約67％ 
工事着工率     50％ 

土地区画整理事業 
（10市町34地区で計画） 

津波復興拠点整備事業 
（8市町12地区で計画） 

●災害公営住宅の整備状況 

   着手率：工事請負契約を締結したもの 
 

   完成率：工事が完了したもの 

  

   造成工事着手率：工事請負契約の締結などが完了した地区数の割合 
 

   住宅建築可能率：造成工事が完了するなど住宅等建築工事が可能となった地区の割合 
  

     事業認可率  ：事業計画が知事の認可を受けた地区数の割合 
 

     工事着工率  ：施工業者が事業用地内の工事に着手した地区の割合 
 

事業着手率  約79％ 
工事着手率  約45％ 
完  成  率  約11％ 

計画戸数 
（15,561戸） 

      

   事業着手率：設計等に入るなど事業に着手した戸数の割合 
   
  

   工事着手率：建築工事に着手した戸数の割合 
 

   完  成  率：工事が完了したもの 
 

50% 100% 

50% 100% 

50% 100% 

※完成戸数（1,751戸） 

●仙台塩釜港（仙台港区）コンテナ貨物取扱量 

回復率 約98% 

50% 100% 

   回復率：震災前(H22/2～H22/4)に対して 
         現在(H26/2～H26/4)のコンテナ取扱量(TEU)の割合 
 

震災前（H22/２～H22/4） 
 

コンテナ貨物 
取扱量 
 52,334TEU 

 

現在 
(H26/２～H26/4) 
 

 51,304TEU※ 

 ※TEUとは２０ﾌｨｰﾄｺﾝﾃﾅ１個分相当を示す単位 

●仙台空港乗降客数の状況 

震災前（H22/５～H22/7） 
 

乗降客数（国際線） 
 63,762人 

50% 100% 

50% 100% 

乗降客数（国内線） 
 658,098人 

現在 
(H26/５～H26/7) 
 35,626人 

回復率 約56% 

 779,621人 

回復率 約119% 

   回復率：震災前(H22/5～H22/7)に対して 
         現在(H26/5～H26/7)の仙台空港乗降客数の比率 
 

▲宮城県では、毎月復興の進捗状況を取りまとめて公表しています。 
  詳しくは下記URL又はQRコードを参照願います。 
 ・震災復興・企画部震災復興政策課ホームページ「復興の進捗状況」 
  http://www.pref.miyagi.jp/site/ej-earthquake/shintyoku.html  
 ・土木部土木総務課ホームページ「東日本大震災からの復旧・復興事業の進捗状況 」 
  http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/dobokusom/doboku-sintyoku-press.html 

建設企業委員会机上配布資料 
平 成 ２ ６ 年 ８ 月 ２ １ 日 
土 木 部 
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復興トピックス（平成２６年７月下旬～９月中旬） 

●5月31日 
長沼ダム竣工式 開催 
 

 事業着手から４３年の大プロジェ
クトの完成を記念して、長沼フートピ
ア公園で竣工式が開催されました。
当日は、地元地権者の皆様や県選
出国会議員、県議会議員の方々
をはじめ、事業にご尽力いただいた
多くの関係者の皆様に出席を賜りま
した。 

村田ＩＣ

北上大橋 

皿貝川 
北上運河 

砂押川 

五間堀川 

▲詳しくは県河川課又は登米地域事務所ホームページをご覧下さい。 
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kasen/dam-naganuma.html 
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/et-tmdbk/h26naganumadamusyunnkousiki.html   

●8月6日 
国道１０８号 花渕山バイパス 
２号トンネル貫通式 開催 
 

 国交省が直轄権限代行事業で整備を進めている
国道108号花渕山バイパス2号トンネル貫通式が
開催され関係者約１７０名が出席されました。 
 国道１０８号は、宮城県石巻市と秋田県由利
本荘市を東西に結ぶ広域幹線道路であり、沿線の
産業経済活動や観光振興など、地域間の交流を
支える重要な路線です。 
※鳴子ダムの荒雄湖周辺区間では、道路幅員が狭く、道
路形状も悪いことなどから、県では鳴子ダム西側に新たにバ
イパスを計画し、昭和６３年度に「花渕山バイパス」を計
画し事業に着手。しかし複雑な地形や地質構造を有する
厳しい条件の中で、長大トンネルや橋梁等の大規模構造
物が連続する極めて高度な技術的知見が求められる工事
であったため、平成２１年度より「国直轄権限代行事業」
として、国土交通省が整備を進めてきた。 

▲詳しくは土木部道路課ホームページをご覧下さい。 
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/road/douro
mentenansukaigi.html  

災害復旧工事の本格着工に合わせて各地で安
全祈願祭を開催 
 

●6月13日 
新北上大橋橋梁災害復旧工事安全祈願祭 
津波により一部落橋した北上大橋は、仮設橋の供用によ
り早期に通行を確保していましたがこの度本復旧工事の
着手しました。復興の架け橋となるよう鋭意工事を進めて
参ります。 

●6月16日 
五間堀川安全祈願祭 
 災害復旧工事の施工
会社7者の共催で、安全
祈願祭が実施されました。 

●6月19日 
北上運河河川災害復旧工事安全祈願祭 
 安全祈願祭には、関係者等２０名が参列し
て神事が執り行われました。 

●6月19日 
砂押川安全祈願祭 
 関係者等約６０名が
参加して神事が執り行わ
れました。 

●7月2日 
皿貝川河川災害復旧工事
安全祈願祭 
 河北地域の一日も早い復
興を祈念し、安全祈願祭を
開催しました。 

●7月21日 
三陸沿岸道路 
南三陸道路４号トンネル貫通式 開催 
 

 国交省が整備を進める三陸沿岸道路は、復
興のリーディングプロジェクトとして、加速的に整備
が進められています。このうち南三陸道路につい
て、今年4月の1号トンネル貫通に続き、4号トン
ネルが貫通しました。 

▲詳しくは下記URLをご覧下さい。 
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/snd-
doboku/gokenborisaigai.html  

災害復旧工事の本格着工に合わせて各
地で安全祈願祭を開催 
 

●6月13日 
新北上大橋橋梁災害復旧工事安全祈願祭 
 津波により一部落橋した北上大橋は、仮設橋
の供用により早期に通行を確保していましたが、
本格着工にあたり復興の架け橋となるよう鋭意
工事を進めて参ります。 

●8月2日 
南三陸町災害公営住宅整備事業 
名足・入谷復興住宅竣工式典 開催 
 

 この度、南三陸町名足地区及び入谷地区で整備を進めて
いた災害公営住宅が完成し竣工式が開催されました。 
 完成した住宅は、名足地区が木造一戸建て５戸と３階建
て集合住宅２棟３２戸、入谷地区が木造一戸建て９戸と
３階建て集合住宅２棟４２戸で、８月１日から入居が始
まっています。南三陸町は8地区７７０戸の災害公営住宅
を整備する計画で、そのうち１００戸を木造一戸建てとする
計画となっています。 

これまでの経緯と今後のスケジュール 
平成24年10月   仙台空港の経営改革に関する宮城県基本方針策定 
平成25年 3月  仙台空港及び周辺地域の将来像策定 
        5月  仙台空港600万人5万トン実現サポーター会議設置 
        6月  民活空港運営法成立※ 
            ※民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律 

      10月  国基本方針公表※ 
            ※民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する基本方針 

平成26年 4月  仙台空港特定運営事業等実施方針公表 
        6月  国募集要項、県確認要領公表 
  6月～12月  県確認手続 
12月～平成27年8月 国選定手続 
平成27年 8月  優先交渉権者の選定 
        11月  運営権設定、実施契約の締結 
平成28年 3月  空港運営事業開始 

▲詳しくはURLをご参照下さい。 
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ks-tihouken-
n/mokuzousaigai-ko.html  

●7月23日 
名取市下増田地区災害公営住宅建設
工事安全祈願祭・起工式 開催 
 

 平成２５年１０月に名取市が着手した下増
田地区防災集団移転促進事業に係る移転先
団地造成工事が進んだことから、災害公営住宅
の建設工事に着手されました。同地区には集合
住宅５０戸、戸建住宅１４戸が建設される予
定です。 

平成24年10月  
平成25年 3月 
        5月 
        6月 

          
      10月 

 
平成26年 4月 
        6月 
  6月～12月 

12月～平成27年 8月 
平成27年 8月 
        11月 
平成28年 3月 

仙台空港の経営改革に関する宮城県基本方針策定 
仙台空港及び周辺地域の将来像策定 
仙台空港600万人5万トン実現サポーター会議設置 
民活空港運営法成立※ 
 ※民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律 

国基本方針公表※ 
 ※民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する基本方針 

仙台空港特定運営事業等実施方針公表 
国募集要項、県確認要領公表 
県確認手続 
国選定手続 
優先交渉権者の選定 
運営権設定、実施契約の締結 
空港運営事業開始 

これまでの経緯と今後のスケジュール 
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▲詳しくはURLをご参照下さい。
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/road/m
inamisanrikudouro4goutonneru.html  

▲詳しくはURLをご参照下さい。 
http://www.ur-
net.go.jp/press/miyafuku/h26/ur2014_pres
s_0715_shimomasuda.pdf  

※鳴子ダムの荒雄湖周辺区間では、道路幅員が狭く、道
路形状も悪いことなどから、県では鳴子ダム西側に新たにバ
イパスを計画し、昭和６３年度に「花渕山バイパス」を計
画し事業に着手。しかし複雑な地形や地質構造を有する
厳しい条件の中で、長大トンネルや橋梁等の大規模構造
物が連続する極めて高度な技術的知見が求められる工事
であったため、平成２１年度より「国直轄権限代行事業」
として、国土交通省が整備を進めてきた。 

4号トンネル 
L=406m 

イメージ図 

土木部 角田次長 

土木部 遠藤部長 

名足地区集合住宅 

入谷地区戸建住宅 

貫通発破 

式典の様子 

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kasen/dam-naganuma.html
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kasen/dam-naganuma.html
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kasen/dam-naganuma.html
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kasen/dam-naganuma.html
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kasen/dam-naganuma.html
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/et-tmdbk/h26naganumadamusyunnkousiki.html
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/et-tmdbk/h26naganumadamusyunnkousiki.html
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/et-tmdbk/h26naganumadamusyunnkousiki.html
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/et-tmdbk/h26naganumadamusyunnkousiki.html
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/road/douromentenansukaigi.html
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/road/douromentenansukaigi.html
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/road/douromentenansukaigi.html
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/snd-doboku/gokenborisaigai.html
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/snd-doboku/gokenborisaigai.html
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/snd-doboku/gokenborisaigai.html
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/snd-doboku/gokenborisaigai.html
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ks-tihouken-n/mokuzousaigai-ko.html
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ks-tihouken-n/mokuzousaigai-ko.html
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ks-tihouken-n/mokuzousaigai-ko.html
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ks-tihouken-n/mokuzousaigai-ko.html
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ks-tihouken-n/mokuzousaigai-ko.html
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ks-tihouken-n/mokuzousaigai-ko.html
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ks-tihouken-n/mokuzousaigai-ko.html
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ks-tihouken-n/mokuzousaigai-ko.html
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/road/minamisanrikudouro4goutonneru.html
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/road/minamisanrikudouro4goutonneru.html
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/road/minamisanrikudouro4goutonneru.html
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/road/minamisanrikudouro4goutonneru.html
http://www.ur-net.go.jp/press/miyafuku/h26/ur2014_press_0715_shimomasuda.pdf
http://www.ur-net.go.jp/press/miyafuku/h26/ur2014_press_0715_shimomasuda.pdf
http://www.ur-net.go.jp/press/miyafuku/h26/ur2014_press_0715_shimomasuda.pdf
http://www.ur-net.go.jp/press/miyafuku/h26/ur2014_press_0715_shimomasuda.pdf
http://www.ur-net.go.jp/press/miyafuku/h26/ur2014_press_0715_shimomasuda.pdf
http://www.ur-net.go.jp/press/miyafuku/h26/ur2014_press_0715_shimomasuda.pdf


復興実感年 

復 興 だ よ り 
第15号（平成２６年5月30
日 発 行 ） 

第15
号 

●4月30日 
東日本大震災による県管理道路の通行止め 
すべて解除 
 

 東日本大震災により全面通行止めとなっていた一般
県道牡鹿半島公園線（コバルトライン・大原跨道橋
から山鳥規制ゲートまでの延長約11㎞）が、平成26
年4月30日午後1時をもって全面通行止めを解除し
ました。これにより、震災による県管理道路の通行止め
はすべてが解除されました。 

▲詳しくは記者発表資料をご覧下さい。  
http://www.pref.miyagi.jp/release/ho20140424-
7.html   

仙台空港 那覇空港 

 ９：１０ → １２：０５ 

那覇空港 仙台空港 

 １８：２０ → ２１：００ 

▲詳しくは記者発表資料をご覧下さい。 
http://www.pref.miyagi.jp/release/ho20140
410-4.html   

●5月22日 
仙台塩釜港 外貿定期コンテナ航路
(韓国航路)  増便 
 

 新たに仙台塩釜港（仙台港区）韓国の
釜山港、釜山新港を結ぶ航路が増便するこ
とになりました。 
 この航路の就航で、外貿コンテナ定期航路
は、北米航路(1航路週１便)、中国／韓国
航路(3航路週３便)及び韓国航路(1航路
週１便)とあわせて6航路週６便となりました。 
 今年度の新規航路の就航は、4月18日に
就航した韓国航路に次ぎ2航路目です。 

(一)牡鹿半島公園線 
工事完成状況  
（石巻市新山浜地内） 

●5月16日 
第4回復興道路会議 ～宮城県～ 開催 
 

 本会議は、震災からの復興に向けたリーディングプロ
ジェクトとなる復興道路の早期完成を図るため、国・
県・市町村・関係機関の連携による課題解決を目的
に定期的に開催されています。第４回会議では、復
興道路・復興支援道路の整備進捗状況や、地域復
興の加速化へ向けた取り組みについて情報共有がなさ
れました。 

▲詳しくは土木部道路課ホームページをご覧下さい。  
http://www.pref.miyagi.jp/tesuttesuttesuttesut.ht
ml   

【参考】運航ダイヤ（１日1往復） 

●4月16日 
岩沼市災害公営住宅建設工事起工式 開催 
 

 岩沼市では、被災6集落と旧市営住宅等の被災者に住居
を提供するため、防災集団移転促進事業により造成する玉
浦西地区（玉浦西地区４．１３ha）と、隣接する区画
整理事業地内の三軒茶屋西地区（ ０．４ha）に災害
公営住宅を合計２１０戸（玉浦西地区１７８戸、三軒
茶屋西地区３２戸）建設予定しております。なお、今年の
１０月には一部入居開始予定となっております。 

新規韓国航路就航第１船 

●9月3日 
多賀城市新田地区・鶴ヶ谷地区 
災害公営住宅建設工事合同起工式 
 

 多賀城市では532戸の災害公営住宅を市内4ヶ所
に整備する予定となっています。このうち、新田地区の
RC造集合住宅３棟４８戸と、鶴ヶ谷地区のRC造
４棟２７４戸が起工したことから起工式を開催しまし
た。 

▲詳しくは道路課ホームページをご覧下さい。 
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/road/kesennu
mawanoudankyouchakkousiki.html  

●7月16日 
宮城県建設工事表彰式・ 
        事故防止対策推進大会 開催 
 

 宮城県建設工事表彰式は、県が発注した工事のうち
優良な工事を施工した施工業者及び安全管理に対す
る取組が優良であった現場代理人を表彰するもので、
今年度は、９５社、９７名が受賞されました。 

▲詳しくは下記URLをご覧下さい。 
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/snd-
doboku/gokenborisaigai.html  

●8月9日 
スリーエム仙台港パーク（仙台塩釜港
仙台港区中央公園）供用再開 
 

 スリーエム仙台港パークは震災の影響で利用で
きない状態となっていましたが、復旧工事が概ね
完了し、約３年５ヶ月ぶりにほぼ全ての施設の
供用を再開しました。 
 今年４月から供用を再開していたテニスコート
に加えて、今回、野球場や海の広場の供用を再
開することにより、皆様の憩いの場として仙台港
区に賑わいが戻ってくることを期待しています。 

▲詳しくは下記URLをご参照下さい。
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kouwan/h
obozenbu.html  

【お知らせ】 
エバー航空「仙台－台北線」の増便運航しま
す 
 

 エバー航空による「仙台－台北線」が、これまでの週2
往復（木・日）運航から週4往復（水・木・土・日）
運航に拡大されます。 
期間：平成２６年１１月８日（土）から 
     平成２７年３月2８日（土）まで 
 
ますます台湾が身近になるので、是非ご利用下さい。 

●7月23日 
名取市下増田地区災害公営住宅起工式 開催 
 

 名取市下増田地区では、防災集団移転促進事業
による移転団地内に92戸の災害公営住宅が建設予
定となっておりますが、名取市では初の工事着手となり
起工式が開催されました。木造42戸については、今年
度内の入居を目指して整備を進めています。 

佐々木市長（右）とＵＲ都市機構宮城福島震災
復興支援の稲垣満宏本部長による鍬入れの様子 
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●8月6日 
国道１０８号 花渕山バイパス 
２号トンネル貫通式 開催 
 

 国道１０８号は、石巻市と秋田県由利本荘市を東西に
結ぶ広域幹線道路であり、沿線の産業経済活動や観光振
興など地域間の交流を支える重要な路線です。 
 この度、花渕山バイパス2号トンネルが貫通し、貫通式には
関係者約１７０名が出席されました。 
※花渕山バイパス 
 国道108号の鳴子ダムの荒雄湖周辺区間は、道路幅員が狭く、道路形状も
悪いことなどから、県では鳴子ダム西側に新たにバイパスを計画し、昭和６３年
度に「花渕山バイパス」を計画し事業に着手。しかし、複雑な地形や地質構造を
有する厳しい条件の中で、長大トンネルや橋梁等の大規模構造物が連続する
極めて高度な技術的知見が求められる工事であったため、平成２１年度より
「国直轄権限代行事業」として、国土交通省が整備を進めてきました。 

▲詳しくはURLをご参照下さい。 
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/road/hanabuchiya
mabaipasu-2goutonnerukantsuu.html  

▲詳しくは下記URLをご覧下さい。
https://www.city.tagajo.miyagi.jp/tosi/zyuut
aku/to-zy-saigaikouei.html  

▲詳しくは下記URLをご覧下さい。
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kouwan/h
obozenbu.html  

●9月１０日 
宮城県道路メンテナンス会議 
橋梁点検現地研修会 開催 
 

 道路インフラの予防保全、老朽化対策の取り組みに
対する体制強化を図るため、今年６月に宮城県内の
各道路管理者からなる「宮城県道路メンテナンス会議」
を設立したところですが、今回は、一般国道４号名取 

▲詳しくは下記URLをご覧下さい。
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/road/nato
rioohasi-douromentenansukaigi.html  

テープカット 
貫通点通り初め 

大橋で橋梁点検現
地研修会を開催し、
宮城県内の各道路
管理者の知識向上
を図り、道路定期点
検に対する理解を深
めました。 

橋梁下部の確認 
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復興実感年 

復 興 だ よ り 
第15号（平成２６年5月30
日 発 行 ） 

第15
号 

（H26.9.30 作成） 

○記事に関する問い合わせ○ 
 宮城県土木部土木総務課企画調整班  
 TEL：022-211-3108 
 E-mail：dobokgk1@pref.miyagi.jp  
 H P：http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/dobokusom/   

復旧・復興の槌音を写真で紹介します。 

▲詳しくは県防災砂防課HPをご参照下さい。http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sabomizusi/  
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■エバー航空「仙台－台北線」増便運航します 
 

 エバー航空による「仙台－台北線」が、これまでの週2
往復（木・日）運航から週4往復（水・木・土・日）運
航に拡大されます。 
  期間：平成２６年１１月８日（土）から 
       平成２７年３月2８日（土）まで 
  運航ダイヤ 
 
 
 
 
 
 
 台湾がますます身近になるので、是非ご利用下さい。 

土木部からのお知らせ 

▲詳しくは下記URLをご参照下さい。
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kasen/ki-
teizan-sakura.html  

▲仙台空港定期路線の運航状況については 
   下記URLをご参照下さい。
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kurin/2014040
1unkoujyoukyou.html  

仙台空港 台北・桃園空港 

１６：１５ → １９：３０ 

台北・桃園空港 仙台空港 

１０：１５ → １４：１５ 

復旧・復興の槌音を写真で紹介します。 

●被災の大きかった沿岸部では、本格的な復旧・復興工事が始まっています。 

▲土木部では、所属毎に復興だよりを作成しています。詳しくは下記URLをご参照下さい。 
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/dobokusom/ds-dayori-index.html  

④定川大橋（石巻
市） 被災した橋梁を撤去しています。 

③女川（女川町） 

護岸工を進めています。 

①大島架橋事業関連 
２号トンネル（気仙沼市） 
トンネル工を進めています。 

②唐桑地区（気仙沼市） 

防集団地造成のための工事を進め
ています。 

⑥菖蒲田海岸（七ヶ浜町） 

防潮堤築堤工事を進めています。 

➇中貞山運河（名取市） 

防潮堤築堤工事を進めています。 

■土砂災害に備えましょう 
 

 近年全国的に記録的な大雨が頻発し、それにともなう土砂災害が多発しています。県では、県民の皆様に土砂災
害警戒区域と危険箇所を公表するとともに、土砂災害警戒情報のメール配信システムを下記のとおり提供しておりま
すのでご活用下さい。 

●土砂災害危険箇所図の公表 
 県内のどこに土砂災害危険箇
所があるのかを知っていただくため
に、土砂災害危険箇所を公表し
ています。 

●土砂災害警戒メール配信 
 大雨で土砂災害の危険性が高まった際に、県と仙
台管区気象台が共同で土砂災害警戒情報を発表
します。システムにメールをご登録いただくと、「大雨警
報・注意報」や「土砂災害警戒情報」が適宜配信さ
れます。 

http://www.dobokugis.pref.miyagi.jp/  
※システム閲覧には、PCをご活用下さい。 
  また、JAVAをインストールする必要があります 

広島市での土砂災害を受けて 
 平成２６年８月２０日に広島市で発生した土砂災害を受けて、県防災砂防課では、市町村が迅速かつ適切に
避難勧告等を発令できるよう、土砂災害警戒情報の発令時に各市町村に対して危険度情報の提供を始めました。 
今後の取組 
 県内には、8,482箇所の土砂災害危険箇所があります。県としては、当面はこれらの危険箇所のうち、人家等が多
く災害の影響の大きい箇所から、地元市町村と調整を図りながら土砂災害警戒区域等の指定を行っていく予定です。 

 
※配信登録は下記アドレス（→QRコードから
も取得可能）へ空メールを送信して下さい。 
touroku@doshasaigai.pref.miyagi.jp  
なお、携帯電話でも受信できます。 

イメージ図 

サンプル 

➈新山下駅周辺地区（山元
町） 区画整理事業を進めています。 

⑤西浜防潮堤（石巻市） 

丁張を設置しました。 

① 
② 

③ ④ 
⑤ 

⑥ ⑦ 

➇ 

➈ 

⑦高城川（松島町） 

上部コンクリート工を進めています。 

仙台空港 台北・桃園空港 

１６：１５ → １９：３０ 

台北・桃園空港 仙台空港 

１０：１５ → １４：１５ 

案 

   ■貞山運河群復興へのご支援を募集中 
 

 県河川課では、「貞山運河再生・復興ビジョン」に掲
げる取り組みの一つとして、運河群沿いに復興と鎮魂の
シンボルとして官民連携で桜の苗木を植樹し、新たな
景観を創出しようと考えています。このため、次のことに
ついて募集しています。皆さんからの温かいご支援をお
待ちしております。 
（1）桜植樹ボランティア 
（2）植樹した桜の育成や管理にご協力いただく 
    桜回廊サポーター 
（3）寄附金 
（4）苗木や資機材の寄附  

（H26.9.30 作成） 

○記事に関する問い合わせ○ 
 宮城県土木部土木総務課企画調整班  
 TEL：022-211-3108 
 E-mail：dobokgk1@pref.miyagi.jp  
 H P：http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/dobokusom/   

▲詳しくは県防災砂防課HPをご参照下さい。http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sabomizusi/  
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■エバー航空「仙台－台北線」増便運航します 
 

 エバー航空による「仙台－台北線」が、これまでの週2
往復（木・日）運航から週4往復（水・木・土・日）運
航に拡大されます。 
  期間：平成２６年１１月８日（土）から 
       平成２７年３月2８日（土）まで 
  運航ダイヤ 
 
 
 
 
 
 
 台湾がますます身近になるので、是非ご利用下さい。 

土木部からのお知らせ 

▲詳しくは下記URLをご参照下さい。
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kasen/ki-
teizan-sakura.html  

▲仙台空港定期路線の運航状況については 
   下記URLをご参照下さい。
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kurin/2014040
1unkoujyoukyou.html  

■土砂災害に備えましょう 
 

 近年全国的に記録的な大雨が頻発し、それにともなう土砂災害が多発しています。県では、県民の皆様に土砂災
害警戒区域と危険箇所を公表するとともに、土砂災害警戒情報のメール配信システムを下記のとおり提供しておりま
すのでご活用ください。 

●土砂災害危険箇所図の公表 
 県内のどこに土砂災害危険箇所が
あるのかを知っていただくために、土砂
災害危険箇所を公表しています。 

●土砂災害警戒メール配信システム 
 大雨で土砂災害の危険性が高まった際に、県と仙
台管区気象台が共同で土砂災害警戒情報を発表
します。システムにメールをご登録いただくと、「大雨警
報・注意報」や「土砂災害警戒情報」が適宜配信さ
れます。 http://www.dobokugis.pref.miyagi.jp/  

※システム閲覧には、PCをご活用ください。 
  また、JAVAをインストールする必要があります 

広島市での土砂災害を受けて 
 平成２６年８月２０日に広島市で発生した土砂災害を受けて、県防災砂防課では、市町村が迅速かつ適切
に避難勧告等を発令できるよう、土砂災害警戒情報の発令時に各市町村に対して災害発生の独自の予測情報
等をメールで通知する取組をはじめました。 
今後の取組 
 県内には、8,482箇所の土砂災害危険箇所があります。県としては、当面はこれら危険箇所内の重要性の高い
箇所について計画的に基礎調査を実施し、地元市町村と調整を図りながら土砂災害警戒区域等の指定を行って
いく予定です。 

http://www.doshasaigai.pref.miyagi
.jp/midski/mail/DoshaMail_pc.htm  
※携帯電話でも受信可能です。 

イメージ図 

サンプル 

仙台空港 台北・桃園空港 

１６：１５ → １９：３０ 

台北・桃園空港 仙台空港 

１０：１５ → １４：１５ 

   ■貞山運河群復興へのご支援を募集中 
 

 県河川課では、「貞山運河再生・復興ビジョン」に掲
げる取り組みの一つとして、運河群沿いに復興と鎮魂の
シンボルとして官民連携で桜の苗木を植樹し、新たな
景観を創出しようと考えています。このため、次のことに
ついて募集しています。皆さんからの温かいご支援をお
待ちしております。 
（1）桜植樹ボランティア 
（2）植樹した桜の育成や管理にご協力いただく 
     桜回廊サポーター 
（3）寄附金 
（4）苗木や資機材の寄附  
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