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主な復興事業の進捗状況と今後の予定 （第28回：テーマ「復興まちづくりの姿（市街地部）について）
土地区画整理事業：新市街地
内陸部にて住宅地・公共公益
的施設をはじめとする新市街地
を整備しました。
本年度は新蛇田・新渡波の2地
区で、住宅用地を合計101画地
供給開始します。暮らしやすい
街を目指して工事を進めていき
ます。

毎月15日号では、主な復興事業の進捗状況と今後の予定をお知らせしています。
今回は、主な復興事業について、その位置やイメージ、完成時期等を地図上に示して紹介します。

土地区画整理事業：既成市街地

新蛇田地区完成イメージ

既成市街地における土地区画
整理事業については、新門脇地区
を始め6地区が本年度に工事着
手しました。
現在はどの地区も被災した建
物の基礎等の撤去工事、早期建物
再建者の宅地造成工事、道路築造
工事の着手等を行っています。

非浸水区域産業拠点形成
事業 H27 年度完成
適応指導教室 ( けやき教室 )
整備事業 H26 年度内完成

新蛇田地区土地区画整理事業
宅地供給：H26 年度～

復興公営住宅
復興公営住宅は11月末時点
で市街地全体の5%が完成して
おり、63%が着工しています。
その中で、市営栄田復興住宅
(15戸)が 完 成 し、11月1日（土）
から入居開始となりました。完成
時には、建設事業者により餅まき
等のイベントが開催されました。

新門脇地区完成イメージ

あけぼの北地区土地区画整理事業
宅地供給：H27 年度～

施設園芸団地
H25 年度完成

津波避難タワー
津波から市民の安全を確保す
るため、津波避難タワーを整備
します。
大宮町の津波避難タワーは、
来年3月竣工を目指して建設中
です。魚町1丁目・3丁目の津波
避難タワーは、年内の着工を予
定しています。

餅まきの様子

完成イメージ

新墓地建設事業 H27 年度末完成
河川堤防（かわまちづくり含む）
H30 年度までに完了予定

（平成 26 年 11 月末現在）
※完成時期等は変更となる場合があります
井内支所：H27 年 3 月開始
（井内公民館に統合）

施設園芸団地
H25 年度完成
( 仮称 ) 石巻消防署西分署
H26 年度末完成

新蛇田南第二地区土地区画整理事業
H26 年度に事業認可

新内海橋：H27 年度完成

道路：H30 年度完成

道路：H30 年度完成

道路：暫定供用

保育所・幼稚園

湊こども園等
H27 年 4 月開園予定

新駅の整備

新蛇田南地区土地区画整理事業
宅地供給：H27 年度～

下釜第一地区土地区画整理事業
H25 年度から事業開始

湊小学校 H26 年 4 月再開
（湊第二小学校と統合）

釜幹線用水路改修事業
H27 年度末までに完成

湊北地区土地区画整理事業
H25 年度から事業開始

石巻市立病院
平成 28 年 7 月開院予定
中央一丁目地区土地区画整理事業
H25 年度から事業開始
道路：H30 年度完成
H27 年度一部区間完成

道路：H30 年度完成
H27 年度一部区間完成

道路：H27 年度完成
（仮称）石巻東学校給食センター
建設事業 H28 年 4 月開設

（仮称）中瀬公園
H32 年度までに完成

避難路整備

( 仮称 ) 石巻東消防署
H27 年度末完成

避難場所整備

渡波中学校 H29 年 4 月移転再開

湊東地区土地区画整理事業
H25 年度から事業開始

（仮称）南浜シンボル公園
H32 年度までに完成

津波避難ビル

産業用地

湊中学校 H26 年 4 月再開

石巻市立桜坂高等学校
H27 年 4 月開校

（仮称）門脇・大街道保育所 H29 年度開設

津波避難タワー

新渡波地区土地区画整理事業
宅地供給：H26 年度～

新渡波西地区土地区画整理事業
宅地供給：H27 年度～

渡波小学校 H26 年 4 月再開
（仮称）渡波地区保育所
H29 年度開設

下釜南部土地区画整理事業 ほか 1 地区
H26 年度中に事業認可予定
道路：H27 年度完成

防潮堤：H27 年度完成目標

道路：H27 年度完成

（仮称）鎮守大橋：H30 年度完成
水産加工団地 ( 復旧事業 )
H27 年度までに完了
防災緑地１号（土堤）H27 年度までに完成

市立桜坂高等学校
市立女子高等学校
と市立女子商業高等
学校を統合し、全日制
普通科の女子高校と
して、来年4月に開校
します。

石巻市立病院

完成イメージ

水産物地方卸売市場石巻売場
H26 年度一部供用開始 H27 年度完成
石巻漁港 ( 復旧事業 )
H27 年度までに完了

起工式の様子

防災緑地 2 号（土堤）H30 年度までに完成

湊西地区土地区画整理事業 H25 年度から事業開始

湊こども園等

津波により被災した市
立病院を石巻駅前地区に
移転新築します。
平 成28年7月 に 開 院 を
予 定 し て お り、本 年10月
20日（月）に は、建 設 予 定
地で起工式を行いました。
完成イメージ

防潮堤：H27 年度完成目標

道路：H27 年度完成

新門脇地区土地区画整理事業
H25 年度から事業開始

幼保連携型の
施設である「湊こ
ども園」と総合福
祉 施 設「み な と
荘」を複合施設と
して整備し、来年
4月 に 開 園 し ま
す。

水産物地方卸売市場石巻売場
東日本大震災により壊滅的な被害
を受けた石巻市水産物地方卸売市場
石巻売場を、平成25年から平成27年
の3カ年事業として整備中ですが、こ
の度、東棟および中央棟の一部が完成
し、本年8月4日（月）から新施設での
水揚げおよびセリを開始しました。

完成イメージ

東棟完成写真

