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11月号 〜みやぎ復興定期便をお届けします〜
県外に避難されている皆さまへ
宮城県内の復興の動きや各種支援等の情報など、帰郷にお役立ていた
だく情報をお届けします。
これまでお届けした内容は下記ホームページからご覧いただけます。
http://www.pref.miyagi.jp/site/ej-earthquake/teikibin.html
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■ 交流会情報
■東日本大震災及び福島第一原発事故における栃木県への避難者支援のための団体のご紹介

「とちぎ暮らし応援会」は、避難者の皆さまの栃木県での生活を支援していくことを目的に創設
されました。

訪問活動、電話やはがきでの状況確認、支援情報などをまとめた「とちぎ暮らしの手帖」を2ヶ月
に1回発行しているほか、下記のホームページやフェイスブックでも、交流会などイベント情報や
相談会情報などを掲載しています。
「とちぎ暮らしの手帖」が届いていない・困り事がある皆さま、お気軽にご連絡下さい。

東京都へ避難されている皆さまへ

■避難者交流会in復興支援イベント「いま、私にできること」のお知らせ
東日本大震災により、都内へ避難された方の交流の場をもうけます。
お茶を飲みながら、避難されている方同士ゆっくりお話しませんか。
お子さまからご年配の方まで、どなたでもご参加できます。お待ちしております。

特定非営利活動法人 ちば市民活動・市民事業サポートクラブからのご案内

「縁joy・東北」2014
東日本大震災被災者支援　東北復興応援イベントのご案内

日　程 12月7日（日）
時　間 10：00〜15：00

場　所

千葉市きぼーるアトリウム（千葉市中央区中央4-5-1）
※電車でお越しの場合
　JR千葉駅より徒歩15分、京成千葉中央駅より徒歩5分、
　千葉都市モノレール葭川後援駅より徒歩4分
※バスでお越しの場合　バス停「中央3丁目」下車（当バス停前）
※お車でお越しの場合　隣接駐車場20分100円／24時間最大1,500円

内　容
（予定）

●岩手・宮城・福島の物産販売
●お悩み相談（専門家対応）
●支援団体や被災元仮設住宅での手作り品販売
●体験・販売（ポーセラーツ体験・消しゴムハンコ作り等）
●ステージ企画（ゆるキャラとあそぼ、民謡歌手 原田直之さん　ほか）
●展示物（被災地の震災記憶をパネル紹介・大学生のボランティア活動紹介　ほか）
●千葉県に避難されている方も出展（布小物・ポーセラーツ・ストラップ　ほか）

主　催 特定非営利活動法人　ちば市民活動・市民事業サポートクラブ

日　程 11月23日（日）
時　間 13：30〜15：30

場　所 調布市文化会館たづくり3階　301・302／303・304学習室
（東京都調布市小島町2-33-1）

内　容

　●避難者同士の交流　●栄養士さんの健康食事ミニ講座
　●弁護士・司法書士相談　●ハンドマッサージ・ネイルサービス
＜調布駅南口広場にてイベント同時開催（10:00〜18:00）＞
　●東北物産販売　●石ノ森章太郎のヒーローショー
　●釜石のキッチンカー　●さんま焼き

お申し込み方法 下記お申し込み先へ電話またはFAXでお申し込みください。（定員50名）
参加費 無料
主　催 北多摩南部ブロック（三鷹・府中・小金井・狛江・調布）ボランティア・市民活動センター

■お問い合わせ
　特定非営利活動法人　ちば市民活動・市民事業サポートクラブ　TEL：043-303-1688

■とちぎ暮らし応援会
ホームページ　http://tochigigurashi311.jimdo.com/
フェイスブック　https://www.facebook.com/tochigigurashi311
TEL：028-623-3457

■お申し込み・お問い合わせ先
　調布市市民活動支援センター　TEL：042-443-1220　FAX：042-443-1221

■ 「国の教育ローン」のご案内
高校・大学等に入学・在学するお子さんのいる家庭を対象とした公的な融資制度（お子さん一人

につき350万円以内・返済期間は15年以内）です。
日本政策金融公庫では、現在、特定被災区域にお住まいの方で、り災証明書等を受けている方を

対象として、金利引き下げ等の災害特例措置を実施しています。
詳しくは下記お問い合わせ窓口へご相談ください。

■ アンケート調査に御協力をお願いします
宮城県では、東日本大震災により被災し、宮城県外へ避難されてい

る皆さまを対象にしたアンケート調査を実施しています。
調査結果は、現在お住まいの自治体や宮城県内の市町村へ情報提

供するとともに、県外へ避難されている皆さまの将来の生活再建に
向けた支援等の検討に活用いたします。

まだ御回答がお済みでない方は、是非御協力をお願い致します。

■ とちぎ暮らし応援会のご紹介

■ 北多摩南部ブロックボランティア・
■ 市民活動センターからのご案内

愛知県に避難されている皆さまへ
■宮城・岩手避難者交流会を開催します

下記の日程で、宮城県・岩手県から避難されている皆さまの交流会「気軽にお茶のみ交流会」を
開催いたします。

当日は避難元自治体の職員もお伺いし、復興状況などについてお知らせ致します。
地元のお菓子やお米のお土産もございます。同じ故郷の方々と、地元の話題で親交を深めて頂

ければと思いますので、是非ご参加ください。
日　程 11月30日（日）
時　間 10：00〜15：00
場　所 東海市しあわせ村保健福祉センター（愛知県東海市荒尾町西廻間2-1）
主　催 気軽にお茶のみ交流会実行委員会
共　催 宮城県・岩手県
協　力 愛知県被災者支援センター

参加申し込み

電話・FAX・メールのいずれかで下記までお申し込み下さい。
（申し込み締切/11月25日（火）まで）
・愛知県被災者支援センター
　TEL：052-954-6722（月〜金 10：00〜17：00）　FAX：052-954-6993
　メール：mousikomi@aichi-shien.net

■お問い合わせ
　宮城県震災復興・企画部震災復興推進課　TEL：022-211-2408

■ 宮城県共催交流会のご案内

■お問い合わせ・資料請求
　教育ローンコールセンター　TEL：0570-008656
　（月〜金 9：00〜21：00／土 9：00〜17：00）
■インターネットでのお申し込みは下記のホームページをご参照ください。
　日本政策金融公庫　教育一般貸付（国の教育ローン）
　https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/ippan.html

■アンケートに関するお問い合わせ先
　アンケート調査事務局　TEL：022-217-8171
　平日10：00〜17：00（12：00〜13：00を除く）
　（事務局設置期間：平成26年11月28日（金）まで）

■ 復興事業の計画・進捗状況はここで見られます
■復興の進捗状況（宮城県）

毎月11日に復興事業の進捗状況をとりまとめ、グラフ化し公表しています。
【復興の進捗状況（宮城県震災復興政策課ホームページ）】
http://www.pref.miyagi.jp/site/ej-earthquake/shintyoku.html

■東日本大震災からの復旧・復興事業の進捗状況【復興実感・復興加速】（宮城県）
公共土木施設の災害復旧事業や、津波対策・復興まちづくり事業・災害公営住宅の整備の進捗状

況について公表しています。
【東日本大震災からの復旧・復興事業の進捗状況（宮城県土木総務課ホームページ）】
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/dobokusom/doboku-sintyoku-press.html

■復興まちづくり事業カルテ（宮城県）
復旧・復興事業の計画・工程の情報や、事業が完了し入居開始された災害公営住宅や宅地供給が

開始された防災集団移転先団地の情報などを掲載しています。
【復興まちづくりカルテ（宮城県復興まちづくり推進室ホームページ）】
http://www.pref.miyagi.jp/site/karte/

■つちおと情報館（復興庁）
「つちおと情報館」では、住宅・公共インフラ復旧・復興に係る災害公営住宅や海岸堤防など14の

事業について、地区毎に「事業概要」、現場の「定点観測写真（復興アルバム）」、「工程表」、 「地図情報」
などの関連情報を一元的に分かりやすくまとめて掲載しています。
【つちおと情報館（復興庁ホームページ）】
http://www.reconstruction.go.jp/portal/
juutaku_koukyou/album/miyagi/20130522162551.html

■まるふくマーク
復旧・復興の進捗情報が紹介されているページには、「まるふくマーク」

を目印にお進みください。

※緑色の封筒で各世帯に
お送りしております。

みやぎの風景（11月）

【松島紅葉ライトアップ（円通院庭園ほか・松島町）】　平成26年11月1日（土）〜11月30日（日）に開催されます。
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ご意見をお寄せください
「ご意見等記入用紙」と「返信用封筒」を同封していますの

で、ご意見やご感想などをお寄せください。みやぎ復興定期
便の充実に向けて活用させていただきます。

また、今後の送付を希望しない場合は、「ご意見等記入用紙」
でお知らせください。（発送スケジュールの都合により、不
要のご連絡を頂いた方にも1～2号程度続けて送付される場
合があります。あらかじめご了承ください。）

■ 復興の進捗状況をお知らせします
東日本大震災により被災したインフラ施設などの復旧や、新たなまちづくり事業などの進捗状況、各産業分野の復興状況についてお知らせいたします。

■道路施設（県管理分）

■鉄道

項　目 解除済み箇所数／規制箇所数 復旧率
道路施設（県管理分の通行規制） 100%
全面通行止箇所数：137箇所（H23/3/11） 全面通行止解除済箇所数：137箇所（H26/4/30現在）

項　目 運行再開延長／震災前鉄道延長 復旧率
鉄道（県内在来線）

運休区間：５区間 約85.4㎞

約81%
JR、空港アクセス鉄道等県内の鉄道延長：
約457.1km（震災前） 運行再開延長： 約371.7km （H26/9/30現在）

気仙沼港フェリーターミナル付近（気仙沼市・平成26年10月） （一）牡鹿半島公園線工事完成状況（石巻市新山浜地内）

各公共交通機関の状況は下記ホームページでご確認ください。
※震災後における県内外の公共交通機関の状況（宮城県総合交通対策課ホームページ）
　http://www.pref.miyagi.jp/site/ej-earthquake/jisin.html

市町別の防災集団移転促進事業、土地区画整理事業の状況

市 町 名
防災集団移転促進事業 土地区画整理事業

計画地区数
造成工事着手等（率）

計画地区数
事業認可（率）

住宅等建築工事着手（率） 工事着工（率）
仙 台 市 14 14（100.0％） 7（50.0％） 1 1（100.0％） 0（0.0％）
石 巻 市 56 53（94.6％） 4（7.1％） 15 12（80.0％） 11（73.3％）
塩 竈 市 2 2（100.0％） 0（0.0％） 2 2（100.0％） 1（50.0％）
気 仙 沼 市 52 51（98.1％） 1（1.9％） 3 3（100.0％） 3（100.0％）
名 取 市 2 2（100.0％） 1（50.0％） 1 1（100.0％） 1（100.0％）
多 賀 城 市 - - - 1 1（100.0％） 0（0.0％）
岩 沼 市 2 2（100.0％） 2（100.0％） - - -
東 松 島 市 7 7（100.0％） 5（71.4％） 5 2（40.0％） 2（40.0％）
亘 理 町 5 5（100.0％） 5（100.0％） - - -
山 元 町 3 3（100.0％） 0（0.0％） - - -
七 ヶ 浜 町 5 5（100.0％） 4（80.0％） 4 4（100.0％） 3（75.0％）
利 府 町 - - - - - -
女 川 町 21 21（100.0％） 3（14.3％） 1 1※（100.0％） 1※（100.0％）
南 三 陸 町 26 26（100.0％） 6（23.1％） 1 1（100.0％） 1（100.0％）
合 計 195 191（97.9％） 38（19.5％） 34 28（82.4％） 23（67.6％）

新山下駅周辺地区　造成工事状況（山元町、H26.9） 野蒜北部丘陵地区造成工事状況（東松島市、H26.4） 下増田地区　造成工事状況（名取市、H26.4）

※女川町は事業認可を４箇所取得しているが、1地区として計上

造成工事着手：工事請負契約の締結等が完了したもの。
住宅等建築工事可能：土地を購入又は借地し、住宅を建てられる準備が整った状態のもの。
事業認可：事業計画が知事の認可を受けたもの。
工事着工： 事業認可後、地元調整や工事契約手続が完了し、施工業者が区画整理事業用地内の工事に着手したもの（伐採

や搬入路等の準備工も含む）。

【JR各路線の運行再開に向けた動き】
常磐線（浜吉田駅〜相馬駅）

浜吉田駅～駒ヶ嶺駅間を内陸側に移設します。平成26年5月に本体工事に着手し、平成29年春の再開を予定しています。
仙石線（高城町駅〜陸前小野駅）

陸前大塚駅～陸前小野駅間を内陸側に移設します。平成27年6月までに全線で運行の再開を予定しています。運行
再開にあわせて東北本線と仙石線の乗り入れも開始する予定です。
石巻線（浦宿駅〜女川駅）

女川駅を約150m内陸に移設します。平成26年3月25日に女川駅併設施
設の起工式が開催されました。平成27年春の運行再開を予定しています。
気仙沼線（柳津駅〜気仙沼駅）

仮復旧として平成24年8月20日からバス高速輸送システム（BRT)に
よる運行を開始しました。運休区間55.3kmのうち約40km（運休区
間の約70%）を専用道とする計画です。現在の専用道延長は22.7km（運
休区間の約40%）です。
大船渡線（気仙沼駅〜盛駅）

仮復旧として平成25年3月2日からBRTによる運行を開始しました。
現在の専用道延長は13.7km（運休区間の約30％）です。

【トピックス】大島架橋事業（仮称）磯草3号トンネル開通
大島架橋整備事業で整備を進めている「大島架橋本体・5つのトンネル工事・大島架橋へと繋がる道路改良工事」のうち、（仮称）
磯草3号トンネルが貫通しました。これにより、同事業で計画されている5つのトンネル全てが貫通しました。（平成26年9月25日）

女川駅新駅舎付近（女川町・平成26年10月）

81.3%
50% 100%

100%
50% 100%

■復興まちづくり事業の整備状況

項　目 造成工事着手等・住宅等建
築工事可能等／計画地区数 進捗率

防災集団移転促進事業 工事着手 約98%
造成工事着手等地区：191地区(H26/9末現在）

計画地区数：195地区(H26/9末現在）
事業計画の大臣同意は全地区で得ている。

建築可能 約20%
住宅等建築工事可能地区：38地区(H26/9末現在）

土地区画整理事業 事業認可 約82%
事業認可地区数：28地区(H26/9末現在）

計画地区数：34地区(H26/9末現在）
都市計画決定は約82％の地区でなされている。

工事着工 約68%
工事着工：23地区(H26/9末現在）

津波復興拠点整備事業 事業認可 約67%
事業認可地区数：8地区(H26/9末現在）

計画地区数：12地区(H26/9末現在）
都市計画決定は58％の地区でなされている。

工事着工 50%
工事着工：6地区(H26/9末現在）

97.9%
50% 100%

82.4%
50% 100%

66.6%
50% 100%

19.5%
50% 100%

67.6%
50% 100%

50.0%
50% 100%

災害公営住宅の入居スケジュールについては、同封の「災害公営住宅入居募集スケジュール」をご覧下さい。
玉浦西地区（岩沼市・平成26年9月）

美映の丘地区（松島町・平成26年9月）

■産業の状況　
商工業

項　目 営業・稼働事業者数／被災事業者数等 復旧状況

被災商工業者の営業状況

廃業1,487会員、未定101会員、
計1,588会員

約86%うち仮復旧中8%

営業継続会員数：9,837会員※廃業除く：
約99%（H26/3/31現在、県調べ）県内33商工会6商工会議所の被災会員数：

11,425会員（H26/3/31）

86.1%
50% 100%

項　目 被災後数値／被災前数値 復旧状況
漁　船

今後の復旧見込み H26/4～
H27/3約400隻

約90%
稼働隻数：
約8,100隻

（H26/9末現在）
震災前の稼働漁船隻数：
約9,000隻(H23/3/11）

主要魚市場の水揚状況

主要魚市場　塩釜、石巻、女川、
南三陸、気仙沼

約80%
H25の水揚金額：
約481億円

（約22万2千㌧）
（H25/1～
25/12）

H22の水揚金額：
約602億円（約32万㌧）
(H22/1～H22/12）

石巻漁港（平成26年8月）

90.0%
50% 100%

79.9%
50% 100%

石ノ森萬画館付近（石巻市・平成26年10月）

観光
項　目 現在値／震災前値 回復状況

観光客入込数 約91%
H25年　5,569万人H22年　6,129万人

90.9%
50% 100%

■有効求人数　■有効求職者数

専門的・技術的職業
管理的職業
事務的職業
販売の職業

サービスの職業
保安の職業

生産工程の職業
（製品製造・加工処理）
輸送・機械運転の職業
建設・機械運転の職業

（建設の職業）
（土木の職業）

運搬・清掃等の職業
福祉関連計

単位　人
0 4,000 8,000 12,000 16,000

※宮城県労
働局「求人・
求職バラ
ンスシー
ト（H26.8）」
から作成

県内の求人・
求職のバランス

被災後

完成状況

農林水産業

項　目 着手・完成面積等
／復旧対象面積等 進捗率

農地（除塩含む）

復旧対象面積：
約 13,000ha

着手 約92%
着手面積：約11,901ha
(H26/9末現在）
完成 約80%
完成面積：約10,447ha
(H26/9末現在）

※ 年度別復旧計画　H23／5,780ha、H24／5,220ha、H25
／660ha、H26／960ha、H27／300ha、H28／80ha

農業用施設
（排水機場）
被災箇所数：69
箇所（うち復旧
対象：47箇所）

着手 約94%
着手箇所数：44箇所 
(H26/9末現在）
完成 約74%

完成箇所数：35箇所
(H26/9末現在）※年度別復旧計画

H23／4施設、H24／29施設、H25／11施設、H26／3施設

項　目 着手・完成箇所数／被災箇所数 進捗率

漁港（復旧工事）

被災箇所数：
1,439箇所
※ 被災漁港数140港

のうち137港に着手。

着手 約78%
着手箇所数：1,116
箇所（H26/9末現在）
完成 約23%
完成箇所数：329箇
所(H26/9末現在）

項　目 被災後作付面積／被災前作付面積 作付状況
水　稲（津波被
害市町作付面積）

今後の復旧の見込み
H28　100％

約88%
H25年産水稲作付
面積：17,207ha

（沿岸15市町）
統計公表値

（H26/2/25公表）

H22年産米作付
面積：19,449ha

（沿岸15市町）

50% 100%

50% 100%

80.4%
50% 100%

74.4%
50% 100%

77.6%
50% 100%

22.9%
50% 100%

H23 H24 H25H26

93.6%

H23 H24H25H28

91.5%

H23H24H25H26

　　　  88.4%

復興まちづくり事業の進捗などについて、下記宮城県土木部のホームページで毎月の進捗状況をご紹介しています。
※東日本大震災からの復旧・復興事業の進捗状況【復興実感・復興加速】（宮城県土木部ホームページ）
　http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/dobokusom/doboku-sintyoku-press.html

■災害公営住宅の整備状況

項　目 着手・完成戸数／
計画戸数 進捗率

災害公営住宅
（事業着手戸数）

着手 約81%
※ 設計業務等に着手

したもの
完成 約12%

（H26/9/30現在）

80.8%
50% 100%

11.5%
50% 100%

災害公営住宅整備（事業着手）状況　（平成26年9月30日現在）

市 町 名 計画戸数 着手
地区数

着手戸数 完了戸数

進捗率 進捗率
仙 台 市 3,180戸 42地区 3,116戸 98.0% 701戸 22.0%
石 巻 市 4,000戸 62地区 2,871戸 71.8% 152戸 3.8%
塩 竈 市 420戸 8地区 346戸 82.4% 31戸 7.4%
気 仙 沼 市 2,168戸 29地区 2,088戸 96.3% 0戸 0.0%
名 取 市 716戸 1地区 92戸 12.8% 0戸 0.0%
多 賀 城 市 532戸 3地区 482戸 90.6% 0戸 0.0%
岩 沼 市 210戸 1地区 210戸 100.0% 0戸 0.0%
東 松 島 市 1,010戸 15地区 657戸 65.0% 254戸 25.1%
亘 理 町 477戸 11地区 477戸 100.0% 112戸 23.5%
山 元 町 484戸 4地区 401戸 82.9% 91戸 18.8%
松 島 町 52戸 3地区 52戸 100.0% 0戸 0.0%
七 ヶ 浜 町 212戸 5地区 212戸 100.0% 0戸 0.0%
利 府 町 25戸 1地区 25戸 100.0% 0戸 0.0%
女 川 町 945戸 6地区 489戸 51.7% 225戸 23.8%
南 三 陸 町 770戸 8地区 719戸 93.4% 84戸 10.9%
登 米 市 84戸 5地区 60戸 71.4% 38戸 45.2%
涌 谷 町 48戸 3地区 48戸 100.0% 8戸 16.7%
栗 原 市 15戸 3地区 15戸 100.0% 15戸 100.0%
大 崎 市 170戸 6地区 170戸 100.0% 40戸 23.5%
大 郷 町 3戸 1地区 3戸 100.0% 3戸 100.0%
美 里 町 40戸 3地区 40戸 100.0% 40戸 100.0%
21  市   町 15,561戸 220地区 12,573戸 80.8% 1,794戸 11.5%

※平成29年度までに約15,000戸を整備予定


