
 

平成２６年度 第４回石巻市震災復興推進本部 

 

日時：平成２６年７月２２日（火） 

庁議終了後 

会場：庁議室 

 

 

 次    第 

 

１ 開  会 

 

 

２ 報告事項 

 

 (1) 復興事業（事務）の進捗状況について 

 

３ その他 

 

 

４ 閉  会 

 



 

復興事業（事務）の進捗状況 

 

担当部署名 復興政策部 

内  容 

 

【復興政策課】 

 

○ 中心市街地活性化基本計画策定関係 

5月 27日  石巻市中心市街地活性化協議会事務局会議を開催 

6月 20日  石巻市議会全員協議会を開催 

6月 30日  パブリックコメント実施 

7月 17日  石巻市中心市街地活性化協議会総会を開催予定 

7月      総理大臣認定申請予定 

10月     総理大臣認定予定 

 

○ 復興戦略検討チーム  

6月 19日  復興戦略検討チーム 

7月 10日  復興戦略検討チーム 

           

○少子化対策検討チーム 

・6月 2日 委嘱状交付（メンバー１４名） 

 ・第１回会議：6月 11日 

 内容：国の方針等の情報共有 

      問題点のとりまとめ結果の報告とグループワーキング 

・第 2回会議：6月 25日 

内容：子ども・子育て支援新制度の概要把握 

  未就学児をメインとした子育て課題のグループワーク（課題整理） 

・第 3回会議：7月 9日 

内容：未就学児をメインとした子育て課題のグループワーク（施策検討） 

 

 

【地域協働課】 

 

７月：東部地区復興まちづくり（町内会長等協議・予定） 

２６日：復興公営住宅事前説明会（黄金浜・予定） 

８月末：復興公営住宅事前説明会（しらさぎ台、青葉西・予定） 

 

 

 

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。 
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復興事業（事務）の進捗状況 

 

担当部署名 総務部 

内  容 

 

【庁舎整備推進室】 

 北上にっこり団地周辺公共施設整備基本計画策定業務、８月入札予定。 

 

 

 

【防災推進課】 

 ○（仮称）石巻消防署西分署建設事業 

    【向陽町５丁目市営住宅敷地内】 

     敷地面積 約２，３００㎡  

     建物   鉄筋コンクリート２階建 約９００㎡ 

 

     スケジュール 

     ５月 ２日  電気・機械設備工事契約 

     ５月３０日  建設工事落札 

     ６月２０日   蛇田区長会へ説明 

     ６月２３日  第２回定例会建設工事契約議決 

     ６月２４日  建設工事契約 

 

            

 ○女川消防署牡鹿出張所建設事業 

     【清崎運動公園入口付近】 

     敷地面積 約１，５００㎡  

     建物   鉄筋コンクリート１階建 約６００㎡ 

 

     スケジュール 

     ６月１３日 保安林解除、自然公園法許可取得 

     ７月 ９日 造成工事入札 落札 

 

 

○（仮称）石巻東消防署建設事業 

    【新渡波地区区画整理地内】 

     敷地面積 約５，４００㎡  

         （訓練スペース・ヘリポート・備蓄倉庫・駐車場・

消防団ポンプ置場含む） 

     建物   鉄筋コンクリート２階建 約１，２００㎡ 

 

        スケジュール 

       ７月２日 地質調査業務落札 

       ７月９日 基本・実施設計入札 落札 

 

 

○大宮町津波避難タワー建設事業 

    【大宮町 3番 15】 

     敷地面積 １，４０５.５２㎡  
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     建物   鉄骨造平屋建 延べ面積 １２７.５６㎡ 

 

     スケジュール 

     ６月１８日 建設工事落札 

     ７月 ７日 第２回定例会建設工事契約議決 

 

 

 

 

 

 

 

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。 
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復興事業（事務）の進捗状況 

 

担当部署名 復興事業部 

内  容 

【基盤整備課】 

(1) 防災緑地２号測量及び基本設計業務発注 

（工期 H25.12.2～H26.6.30） 

防災緑地２号測量及び実施設計業務発注 

（工期 H26.7.  ～H26.12.15） 

防災緑地１号測量及び設計業務発注 

（工期 H26.3.6 ～H26.7.31） 

(2) 南浜公園関連 

   国交省東北地方整備局による有識者委員会の設置 

   ① 第１回有識者委員会 H25.10.1開催 

   ② 市民フォーラム   H25.10.20開催 130名参加 

   ③ 第２回有識者委員会 H25.12.10開催 

   ④ 第３回有識者委員会 H26. 1.28開催 

   ⑤ パブリックコメント  H26.2.12～2.27実施 

   ⑥ 第４回有識者委員会 H26.3.7開催 

(3) 中瀬公園関連 

中瀬公園調査及び基本設計業務発注 

（工期 H26.7. ～H27.2.27） 

(4) 高台避難場所及び高台避難路 

①その１工事発注（鹿島神社西口、鹿島神社東口） 

・工期 H25.11.22～H26.8.29(履行期間変更) 

・業者 須藤建設㈱ 

   ②その２工事発注（市民プール横、不動明王入口、大門崎公園） 

・工期 H26. 1.16～H26.8.29 

・業者 ㈱今野工務店 

   ③その３工事（赤坂神社西側、赤坂神社前、観音堂、古館山） 

    ８月末工事発注予定 

   ④大門崎歩道橋緊急避難路詳細設計業務 H26.3.6契約 

・工期 H26. 3.6～H26.7.31(履行期間変更) 

(5) 都市計画道路 渡波稲井線 

・都市計画決定 H26.2.28公告済 

・トンネル地質調査業務 H26.4.22契約 

・橋梁詳細設計業務   H26.5.2契約 

・道路詳細設計業務   H26.5.27契約 

・補償調査業務     H26.6.4契約 

・道路橋梁地質調査業務 H26.6.17契約 

・用地測量業務     H26.7中旬契約予定 

 (6) 都市計画道路御所入湊線 

・都市計画決定       H25.10.16公告済 

・地質調査道路詳細設計業務 H26.2.20契約 

・不動産鑑定評価業務     H26.3.31契約 

・補償調査業務             H26.4.1契約 

・事業説明会     H26.8下旬開催予定 
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(7) 都市計画道路 釜大街道線 

・都市計画決定     H25.1.25公告済 

    ・測量地質調査道路詳細設計業務（履行期間変更） 

・補償調査業務     H26.2.24契約 

・不動産鑑定評価業務  H26.5.30完了 

・住民説明会          H26.5.11開催済 

・地権者個別面談会    H26.7.13、20、27. 8.3開催 

(8) 都市計画道路 石巻工業港運河線 

   ・都市計画決定（変更）          H26.10公告予定 

   ・道路詳細設計業務             H26.4.24契約 

   ・道路橋梁詳細設計業務         H26.6.23契約 

   ・都市計画決定変更、地権者説明会  H26.8上旬開催予定 

(9) 門脇三・四丁目１号線（仮称）鎮守大橋  

   ・橋梁詳細設計業務     H26.6.23契約 

   ・地質調査業務       H26.8下旬契約予定 

（10）東 内 海 橋 

   ・橋梁詳細設計業務   H25.12.3契約 

   ・橋梁地質調査業務   H26.2.19契約 

(11) 市街地再開発事業 

   ①中央三丁目 1番地区 

・都市計画決定     H24.11.22 

・事業認可       H25.6.7 

・権利変換計画認可   H26.2.20 

・建築工事着工     H26.8予定（地鎮祭 H26.7.31） 

   ②立町二丁目 5番地区 

・都市計画決定  H25.3.22 

・事業認可    H26.3.28 

   ③中央一丁目 14・15番地区 

・都市計画決定  H25.10.25 

・事業認可    H26.3.25 

   ④中央二丁目 11番地区 

・地権者説明会 H26.4.30 

   ⑤その他検討地区 

   ・立町一丁目 4・5番地区 

   ・中央二丁目 4番地区 

   ・中央二丁目 3番地区 

   ⑥石巻市復興まちづくり計画策定業務（中央南地区） 

   ・履行期間 H25.8.26～H26.5.30 

(12)優良建築物等整備事業 

   ①松川横丁地区  検討中 

(13) 東部地区復興まちづくりについての意見交換会の開催 

  （第１回） 

Ｈ25.11.28 渡波南（長浜町・松原町ほか）地区対象（渡波公民

館） 

Ｈ25.12. 2 榎壇地区対象（榎壇会館） 

Ｈ25.12. 3 渡波北（万石町・塩富町ほか）地区対象（万石町集

会所） 

Ｈ25.12.11 吉野町・御所入・湊町地区対象（みなと荘） 

Ｈ25.12.12 松並町・緑町地区対象（鹿妻南ｺﾐｭﾆﾃｨﾊｳｽ） 
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Ｈ25.12.16 渡波西（栄田・黄金浜ほか）地区対象（黄金浜会館） 

Ｈ26. 2. 7 不動町地区対象（不動町会館） 

（第２回） 

Ｈ26. 2.17 渡波南（長浜町・松原町ほか）地区対象（渡波公民

館） 

Ｈ26. 2.18 栄田・黄金浜地区対象（黄金浜会館） 

Ｈ26. 2.19 渡波中（渡波町一丁目ほか）地区対象（うしお荘） 

Ｈ26. 2.21 根岸地区対象（根岸会館） 

Ｈ26. 2.24 松並町・緑町地区対象（鹿妻南ｺﾐｭﾆﾃｨﾊｳｽ） 

Ｈ26. 2.25 伊原津・鹿妻地区対象（鹿妻南ｺﾐｭﾆﾃｨﾊｳｽ） 

Ｈ26. 2.26 渡波北（万石町・塩富町ほか）地区対象（うしお荘） 

Ｈ26. 2.27 吉野町・御所入・湊町地区対象（みなと荘） 

Ｈ26. 3.25 榎壇地区対象（榎壇会館） 

Ｈ26. 3.28 不動町地区対象（不動町会館） 

 

 

【区画整理第１課】 

〈６月〉 

・H26.6.5 第２回新蛇田地区土地区画整理事業評価員会開催 

・H26.6.13 第３回新渡波地区土地区画整理審議会開催 

・H26.6.19 第２回新蛇田南地区土地区画整理審議会開催 

・H26.6.26 第３回新蛇田地区土地区画整理審議会開催 

 

〈７月〉 

特になし 

 

 

【区画整理第２課】 

（1）新門脇地区被災市街地復興土地区画整理事業 

・Ｈ26.5.13（火）～6月末まで 新門脇地区仮換地案個別説明会（Ｕ

Ｒ事務所） 

・Ｈ26.5.30（金）～ 側溝堆積物等撤去工事作業中 

・7月下旬 新門脇地区第５回土地区画整理審議会 

 

（2）湊東地区被災市街地復興土地区画整理事業 

・Ｈ26.5.27～Ｈ26.6.6 湊東地区 仮換地案個別説明会（みなと荘） 

・Ｈ26.6.18（水）湊東地区土地区画整理事業宅地造成道路築造工事

入札 

・Ｈ26.7.1（火）～Ｈ26.7.2（水）土地買取り個別契約会 

・7月下旬 湊東地区第５回土地区画整理審議会 

 

（3）湊北地区被災市街地復興土地区画整理事業 

・Ｈ26.5.27～Ｈ26.6.1 湊北地区 仮換地案個別説明会（みなと荘） 

・Ｈ26.6.18（水）湊北地区土地区画整理事業宅地造成道路築造工事

入札 

・Ｈ26.7.1（火）～Ｈ26.7.2（水）土地買取り個別契約会 

・7月下旬 湊北地区第５回土地区画整理審議会 

 

（4）下釜第一地区被災市街地復興土地区画整理事業 
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・Ｈ26.6.18（水）下釜第一地区土地区画整理事業宅地造成道路築造

工事入札 

・7月中旬 下釜第一地区第２回土地区画整理事業評価員会 

・7月下旬 下釜第一地区第４回土地区画整理審議会 

 

（5）中央一丁目地区被災市街地復興土地区画整理事業 

・Ｈ26.6.2（火）中央１丁目地区第１回評価員会 

・Ｈ26.6.13（金）中央１丁目地区第３回審議会 

・Ｈ26.6.24（火）中央１丁目地区第４回審議会 

・Ｈ26.6.30（月）仮換地指定通知 発送 

・8月下旬 中央 1丁目地区道路築造・埋設管工事入札予定 

 

（6）湊西地区被災市街地復興土地区画整理事業 

・Ｈ26.7.9（水）がれき撤去及び整地工事入札 

・7月中旬 審議会、事業者協議会への説明会 

・7月下旬～8月中旬 県との事業計画変更協議 

・8月下旬 事業計画変更案の縦覧 

 

（7）下釜第一南部・下釜第二南部・上釜南部地区被災市街地復興土地

区画整理事業 

・Ｈ26.6.14（土）第２回下釜地区復興協議会（釜会館） 

・Ｈ26.7.13（日）下釜地区の南部産業ゾーンのまちづくりに関する

説明会（釜会館） 

 

 

【集団移転推進課】 

 すでに半島部の集団移転団地整備について、施工ＣＭＲと契約してお

り、施工ＣＭＲと専門業者が契約を結び、７・８月に以下の地区につい

て造成工事の着工を予定している。 

  

〈７月〉 

  《本庁半島地区》  祝田 

  《北上地区》    にっこり（土工） 

  《河北地区》    二子（表土はぎとり） 

 

〈８月〉 

  《本庁半島地区》  荻浜、牧浜 

  《牡鹿地区》    寄磯浜 

  《雄勝地区》    熊沢、立浜 

  《北上地区》    相川 

 

 

【用地管理課】 

〈６月〉 

・Ｈ26.6.3（火） 大須団地契約説明会 

・Ｈ26.6.10（火） 集団移転元地除草業務入札 

（旧石巻市市街地部及び河北・雄勝・北上地区） 

・Ｈ26.6.25（水） 集団移転元地除草業務入札 

（牡鹿地区・石巻市半島部） 
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〈７月〉 

・Ｈ26.7.4（金）  竹浜団地契約説明会 

・7月中旬～下旬  大須団地契約会 

・7月中旬～下旬  羽坂・桑浜団地契約説明会 

 

 

【復興住宅課】 

(1) 平成 26年 6月 23日議決により契約成立 

①あけぼの北      １６２戸 

②新蛇田Ｅ       １８２戸 

③新渡波Ａ        ３４戸 

④新渡波Ｂ        １７戸 

⑤河北今泉前       ２１戸 

⑥青葉西         ２４戸 

⑦青葉東         １８戸 

⑧相野谷六本木畑     ２５戸 

 

(2) 買取型復興住宅１０地区５２５戸の工事着手 

   ①あけぼの北     １６２戸 

   ②新蛇田Ｅ      １８２戸 

   ③新渡波Ａ       ３４戸 

   ④新渡波Ｂ       １７戸 

   ⑤しらさぎ台一丁目    ２４戸 

   ⑥河北今泉前      ２１戸 

   ⑦新西境谷地      １８戸 

   ⑧青葉西        ２４戸 

   ⑨青葉東        １８戸 

   ⑩相野谷六本木畑    ２５戸 

 

 

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。 
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復興事業（事務）の進捗状況 

 

担当部署名 河北総合支所 

内  容 

【地域振興課】 

6/30 

第 6 回 河北（二子）団地まちづくり協議会 

 

7/16 

河北実務者会議（長面地区復旧連絡調整会議） 

 

7 月下旬 

第 7 回 河北（二子）団地まちづくり協議会 

 

8/3 

河北（二子）団地整備計画懇談会 

 

 

 

 

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。 
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復興事業（事務）の進捗状況 

 

担当部署名 雄勝総合支所 

内  容 

【地域振興課・復興対策 G】 

 

 ６月 ４日  雄勝地域各地区説明会（荒、名振） 

 ６月 ５日       〃        （立浜、大浜、原、大須） 

 ６月 ６日       〃        （羽坂、桑浜、熊沢） 

 ６月 ８日       〃        （雄勝全地区） 

          

  

 

※７月、８月の予定 

  7 月 28日、29日 市場型商業店舗関係 個別ヒアリング 

  ７月31日      防集参加予定者による防集団地先進地視察（岩沼市） 

  8 月         各地区説明会（雄勝地区に残る人を対象）    

  8 月下旬      大須地区復興公営住宅内覧会   

   

     

 

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。 
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復興事業（事務）の進捗状況 

 

担当部署名 北上総合支所 

内  容 

【地域振興課】 

 防集団地 

  にっこり団地  7/1 伐採開始  ７月１５日より掘削予定 

  月浜・吉浜団地 抜根作業中 

  白浜・長塩谷団地 契約準備完了 

  相川北団地 用地等契約完了 

  大指団地  6/30 伐採開始 

 

  ７月下旬 相川地区低平地全体計画ＷＳ 

 

 

 

 

 

 

 

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。 
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復興事業（事務）の進捗状況 

 

担当部署名 生活環境部 

内  容 

【環境課】 

 

事業名 （仮称）石巻第二霊園整備工事 

 

平成２６年６月   敷地造成（敷地内掘削） 

 

平成２６年７月   敷地造成（敷地内掘削、発生土場外搬出、進入路整備） 

 

 

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。 

-12-



復興事業（事務）の進捗状況 

 

担当部署名 健康部 

内  容   

【包括ケア推進室】 

 

○ 平成２６年６月９日 

 石巻市地域包括ケアシステム関係課調整会議 

１ 関係課調整会議について 

   (1) 平成２５年度会議報告について 

   (2) 平成２６年度スケジュールについて 

    

  ２ 包括ケアセンターについて 

   (1) 事業概要と実施事業 

 

３ 平成２６年度石巻市地域包括ケア推進協議会について】 

   (1) 新しい東北先導モデル事業 

 

○ 平成２６年６月１８日 

  石巻市地域包括ケア推進協議会検討部会（医療・介護関係） 

  １ 報告事項 

   (1) 平成２６年度体制について 

   (2) 平成２５年度事業報告及び決算について 

   (3) 平成２６年度「新しい東北」先導モデル事業提案書について 

 

  ２ 検討事項 

   (1) 検討部会座長並びに副座長の選出について 

   (2) 実施計画策定に向けた課題抽出について 

   (3) その他 

 

○ 平成２６年６月２０日 

  石巻市地域包括ケア推進協議会検討部会（被災者支援・地域コミュニ

ティ関係） 

  １ 報告事項 

   (1) 平成２６年度体制について 

   (2) 平成２５年度事業報告及び決算について 

   (3) 平成２６年度「新しい東北」先導モデル事業提案書について 

 

  ２ 検討事項 

   (1) 検討部会座長並びに副座長の選出について 

   (2) 実施計画策定に向けた課題抽出について 

   (3) その他 

 

○ 平成２６年６月２５日 

  平成２６年度在宅医療推進事業による多職種合同研修会 

１ 講演 

第一部「あったか地域の大家族-富山型デイサービスの２０年-」 

      講 師 このゆびと～まれ理事長 惣万 佳代子 氏 
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   第二部「このゆびと～まれの看取り」 

講 師 このゆびと～まれ副理事長 西村 和美 氏  

    

   ※ 参加者数 ２７１名 

 

 

 

※７月、８月の予定 

７月１４日  石巻市地域包括ケアシステム関係課調整会議 

８月 ６日  石巻市地域包括ケア推進協議会検討部会（医療・介護関

係） 

８月２１日  石巻市地域包括ケア推進協議会検討部会（被災者支援・

地域コミュニティ関係） 

 

【夜間急患センター】 

(1) ７月中旬 石巻市夜間急患センターの建設に伴う石巻赤十字病院の

改修に関する協定締結 

(2) ８月上旬 第１回石巻市夜間急患センター運営審議会開催 

(3) ８月中旬 夜間急患センター実施設計等業務委託発注 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。 
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復興事業（事務）の進捗状況 

 

担当部署名 福祉部 

内  容 

石巻市東日本大震災被災者住宅再建事業及び石巻市東日本大震災被災

者危険住宅移転事業の申請状況 … 別紙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。 
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2014/7/10_10:29

うち新規 うち新規 うち新規 うち新規

平成26年4月 130 7,266 6,372 894 789 9 0 3 0 6 41 28 0 0 2 7 4 17 5 2 0 15 3 0 0 0 0 2 2

平成26年5月 130 7,266 6,255 1,011 906 12 1 5 0 6 129 71 3 1 8 5 41 10 0 0 0 7 0 1 0 0 0 2 0

平成26年6月 130 7,266 6,225 1,041 924 24 2 1 2 19 54 33 7 1 0 4 9 23 3 1 1 14 2 7 1 0 0 2 0

平成26年度計 45 3 9 2 31 224 132 10 2 10 16 54

平成25年度計 351 765

平成24年度計 786 772

平成23年度計 7,258 201

※　平成23年度及び24年度計欄の入居世帯数は使用貸借契約の件数を計上する。また，退去世帯数は返還届出件数を計上すること。 ※　待機世帯数には，応急仮設住宅（プレハブ仮設住宅，民間賃貸借上住宅等）入居世帯を含む待機している

　世帯数を報告すること。

※　待機世帯数のうち，新規とは応急仮設住宅（プレハブ仮設住宅，民間賃貸借上住宅等）入居世帯以外で

　プレハブ仮設住宅への入居を新たに希望している世帯数を指します。

応 急 仮 設 住 宅 （ プ レ ハ ブ ） の 入 退 去 世 帯 数 及 び 待 機 世 帯 数 報 告

うち新規

特定の団地を希
望

入居人数が間取
り要件に合わな

い

住宅解体に伴う
建替えのため希

望
その他

待機世帯数の内訳（待機理由）

未利用戸数 うち新規
持家住宅
へ転居

民間賃貸住
宅へ転居

公営住宅等
へ転居

入居世帯の内訳（入居理由）

退去
世帯数

退去世帯の内訳（返還理由）

直
近
の
状
況

県外から
の帰還によ

る入居

民賃の貸主
不同意によ

る入居

住宅解体に
伴う建替え
のため入居

その他

石巻市

団地数 整備戸数 入居戸数

空き戸数
入居世帯 退去世帯 待機世帯

待機
世帯数

うち
県外災害公営住

宅へ転居

プレハブ
仮設

住宅へ転居
その他

入居
世帯数

年
度
別
の
状
況

宮城県保健福祉部震災援護室
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石巻市東日本大震災被災者住宅再建事業及び石巻市東日本大震災被災者危険住宅移転事業の申請状況

●石巻市東日本大震災被災者住宅再建事業 (単位：千円）

H25年７月 H25年８月 H25年９月 H25年１０月 H25年１１月 H25年１２月 H26年１月 H26年２月 H26年３月 H26年４月 H26年５月 H26年６月 計

建設（利子補給補助） 397,806 217,352 173,273 235,203 209,311 188,145 155,194 128,516 117,018 127,715 133,693 127,934 2,448,383

建設（取得費用補助） 392,300 284,500 165,600 228,480 173,420 121,500 108,466 73,500 81,500 68,500 45,000 36,000 2,268,680

補修（利子補給補助） 10,551 11,892 4,247 6,000 2,893 6,957 0 1,500 1,500 1,046 1,355 0 66,134

補修（補修費用補助） 664,499 542,690 367,317 377,349 315,811 171,546 100,267 65,625 77,418 73,407 48,650 48,734 3,443,995

移転費用補助 9,239 6,488 5,695 5,069 2,439 5,118 3,627 4,879 3,862 3,798 3,607 2,928 64,247

かさ上げ費用補助 50,358 41,226 31,105 33,121 39,418 32,550 31,409 24,366 27,886 21,674 22,980 22,100 402,212

合計 1,472,002 1,081,517 739,310 878,384 738,841 520,083 397,583 296,523 305,241 295,736 254,728 234,391 8,484,032

建設（利子補給補助） 146 82 67 83 77 69 57 49 44 46 49 47 904

建設（取得費用補助） 261 190 110 152 117 82 72 49 55 46 30 24 1,514

補修（利子補給補助） 8 8 3 4 2 5 0 1 1 1 1 0 47

補修（補修費用補助） 712 604 406 431 360 198 116 75 87 88 58 55 3,801

移転費用補助 50 30 30 25 23 26 20 25 14 16 15 11 332

かさ上げ費用補助 77 55 49 44 53 40 36 30 35 29 27 28 543

合計 1,127 884 586 670 556 354 245 174 187 181 138 126 6,266
※１　申請金額の合計額が合致しないのは、がけ近及び利子補給補助金を控除しているため (単位：人）

※２　申請者数の合計数が合致しないのは、移転費用及びかさ上げ費用の申請が重複しているため

●石巻市東日本大震災被災者危険住宅移転事業 (単位：千円）

H25年７月 H25年８月 H25年９月 H25年１０月 H25年１１月 H25年１２月 H26年１月 H26年２月 H26年３月 H26年４月 H26年５月 H26年６月 計

利子補給補助 196,019 103,405 103,369 53,657 64,740 37,814 44,899 23,422 22,011 9,159 10,940 3,747 958,005

移転費用補助 1,901 1,600 2,632 2,522 432 1,232 638 367 1,463 118 0 220 16,413

合計 191,421 103,898 102,947 48,588 59,763 34,738 45,575 20,230 19,850 9,395 10,940 3,967 923,517

利子補給補助 42 22 24 12 13 8 10 4 5 2 2 1 207

移転費用補助 10 8 14 8 5 6 7 4 5 1 0 1 99

合計 42 22 24 12 13 8 10 4 6 2 2 1 208
※１　申請金額の合計額が合致しないのは、がけ近及び利子補給補助金を控除しているため (単位：人）

※２　移転費用の申請者数は内数

●合計 (単位：千円）

H25年７月 H25年８月 H25年９月 H25年１０月 H25年１１月 H25年１２月 H26年１月 H26年２月 H26年３月 H26年４月 H26年５月 H26年６月 計

1,663,423 1,185,415 842,257 926,972 798,604 554,821 443,158 316,753 325,091 305,131 265,668 238,358 9,407,549

1,169 906 610 682 569 362 255 178 193 183 140 127 6,474
(単位：人）

申請金額

申請者数

申請金額

申請者数

申請者数

申請金額

1127 
884 

586 670 556 
354 245 174 187 181 138 126 0

200
400
600
800

1000
1200

住宅再建事業申請者数の推移 

申請者数 42 

22 24 
12 13 8 10 

4 6 2 2 1 0
10
20
30
40
50

危険住宅移転事業申請者数の推移 

申請者数 
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復興事業の進捗状況 

担当部署名 産業部 

内  容 

【産業推進課】 

(1) 不動町地区産業用地整備事業 

・調査設計業務入札 7月 2日（水） 

・立地希望企業公募 7月 1日（火）～7月 31日（木） 

(2) 須江地区 一団地の津波防災拠点市街地形成施設事業 

・安全祈願祭 7月 14日（月） 午前 10時 30分 

(3) 創業支援事業 

・平成 26年 6月 20日付けで産業競争力強化法に基づく「石巻市創業支援事業計画」が国（経済産

業省及び総務省）の認定を受けた。 

 

【商工課】 

復興推進計画に基づく各種税制特例の指定状況（H26年 6月末現在） 

特区の名称 
指定事業

者数 
指定件数 

指定件数の内訳 

法第 

42条 

法第 

40条 

法第 

37条 

法第 

38条 

法第 

39条 

石巻まちなか

再生特区 
26社 31件 1件 0件 18件 12件 0件 

愛ランド特区 6社 8件 0件 1件 6件 1件 0件 

民間投資促進

特区（ものづくり

産業版） 

74社 79件 0件 0件 59件 20件 0件 

民間投資促進

特区（IT産業

版） 

4社 4件 0件 0件 2件 2件 0件 

民間投資促進

特区（農業版） 
3社 4件 0件 0件 3件 1件 0件 

 

【観光課】 

6月補正予算に計上した、牡鹿地域の拠点地区に係る観光施設整備施設基本計画の策定に関する

入札（７月中予定。入札には、復興政策課、庁舎整備推進室と連携して行う予定） 

＜牡鹿地区＞ 

  ・おしかホエールランド分 

  ・商業者テナント施設分 

  ・捕鯨船前広場、イベント・多目的広場分 

  ・駐車場分（ビジターセンター） 

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。 
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（仮称）石巻市不動町地区産業用地の整備について 

 

【目的】 

○ 河川堤防や高盛土道路等の公共工事に伴い移転を余儀なくされている事業

所、とりわけ小規模事業者や職住一体を希望する事業者の移転先として整備

する。 

○ 公共工事の整備が進む中、一刻も早い移転先を確保する必要があるが、当

該地は市有地であり、土地取得等の時間を要することなく、一定規模の用地

確保が可能。 

 

【概要】 

○ 所 在 地  石巻市不動町二丁目１８番１、３９番１ 

○ 開発面積  約２．５ヘクタール 

○ 分譲面積  約２．２ヘクタール（公共用地（道路、緑地等）を除く） 

○ 用途地域  準工業地域 

○ 用途制限  事業所または住居を併用する事務所 

 

【立地企業の選定について】 

○ 公募により立地企業を決定する。 

○ 募集業種は、建設業、製造業、運輸業等、公募要項で定める。 

 

【主な整備スケジュール】 

○ 平成２５年度 候補地調査、不動産鑑定業務 

○ 平成２６年度 調査設計（地区界測量、地質調査、実施設計） 

・ ７月１日（火）～３１日（木） 公募（事業者の募集） 

・ ７月上旬  調査設計に係る入札 → 契約後、設計着手 

・ ８月下旬  譲受（賃借）予定者の決定 

○ 平成２７年度 施設解体及び造成工事 

・ ４月頃  施設等解体・造成工事に係る入札 → 契約後、工事着手 

・ 平成２８年３月頃  譲受（賃借）契約締結、供用開始 

 

【概算事業費】 

○ 平成２５年度 

・ 被災企業移転候補地調査  ３，６７５千円 

・ 石巻市有地不動産鑑定評価業務 ５６７千円 

○ 平成２６年度 

・ 調査設計費用 ３５，９００千円 

○ 平成２７年度（現時点での概算） 

・ 開発工事、測量費用等  約１９４，０００千円 

・ 上記のほか、施設等解体費用が必要となるが、現時点では未算出 
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（仮称）石巻市不動町地区産業用地整備事業　全体スケジュール 平成26年6月19日現在

平成２６年度 平成２７年度

H26.4 5 6 7 8 9 10 11 12 H27.1 2 3 4 5 6 7 8 9

施設等解体・造成工事

市庁内手続等

調査設計・実施設計

関係機関協議等

● 調査設計入札 

 （地区界測量・地質調査・実施設計） 

◎ 調査設計（地質・測量調査等） 

◎ 関係機関協議、許認可設計（実施設計）、32条・29条申請 

◎ 施設等解体、造成工事 

  （平成28年3月まで） 

● 工事入札 

 （施設等解体・造成工事） 
 

 ● 委託契約 

◎ 立地企業決定 

◎ 配置計画作成 

● 庁内関係部・課協議 

◎ 公募（事業者の募集） 
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復興事業の進捗状況 

 

担当部署名 建設部 

内  容 

 

＜都市計画課＞ 
 

◆七窪蛇田線街路整備事業 

・６月１８日（水）「七窪蛇田線実施設計業務」入札（契約～着手） 

 

◆都市計画審議会 

 ・８月８日（金） 

一団地の津波防災拠点市街地形成施設の決定 

新蛇田地区計画、新渡波地区計画の決定 外 

※都市計画決定は８月下旬を予定 

 

 

＜石巻駅周辺整備プロジェクト推進室＞ 
 

◆石巻駅周辺整備事業 

（１）６月実施 

・ささえあいセンター、防災センター予定地の土地境界確定立会。 

（６／５） 

・「石巻広域都市計画一団地の津波復興拠点市街地形成施設の決定等

に関する都市計画素案説明会」開催。（６／１９） 

 

（２）７月予定 

・ささえあいセンター、防災センター予定地の不動産鑑定調査、建

物補償調査入札予定。 

 

（３）８月予定 

・都市計画審議会への諮問（８／８） 

案件：一団地の津波防災拠点市街地形成施設の決定 

※都市計画決定は８月下旬を予定 

 

 

＜河川港湾室＞ 
 

（１）６月実施 

◇慶長遣欧使節出帆４００年記念事業にっぽん丸歓迎ウェルカムフ

ェスタ 2014in石巻港 

【日 時】 

・平成２６年６月１２日（木）１２：４５～  

【場 所】 

・仙台塩釜港石巻港区中島埠頭 
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【内 容】 

・別資料 

【出席者】 

・石巻市長、東松島市長、女川町長、松島町長ほか別資料 

 

◇旧北上川河口かわまちづくり検討会「市民報告会」 

【日 時】 

・平成 26年 6月 29日（日）13：30～16：30 

 石巻グランドホテル 2階 鳳凰の間 

【目 的】 

・地域の方の意見や有識者の議論を踏まえて作成した整備方針案

を、一般市民の方へ報告し意見交換を行うもの 

【出席者】 

・別添のとおり（一般市民については 165名来場） 

 

（２）７月予定 

◇平成２６年度港湾感謝祭実行委員会通常総会 

【日 時】 

・平成２６年７月１５日（火）９：３０～ 

【場 所】 

・石巻市役所 

【内 容】 

・平成２５年度事業報告について 

・平成２５年度歳入歳出決算について 

・平成２６年度事業計画（案）について 

・平成２６年度歳入歳出予算（案）について 

【出席者】 

・石巻市長、石巻商工会議所会頭ほか別資料 

 

（３）８月予定 

◇石巻港大型客船誘致協議会ポートセールス 

 ※詳細未定のため、添付資料なし 

【日 時】 

  ・平成２６年８月２２日 

【場 所】 

・東京都内（客船会社及び旅行会社） 訪問先調整中 

【内 容】 

  ・ポートセールス 

【出席者】 

  ・石巻市長、東松島市長、女川町長、松島町長及び事務局予定 

 

 

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。 
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石巻広域都市計画一団地の津波防災拠点市街地形成施設の決定等

に関する都市計画素案説明会 

 

 

日 時：平成２６年６月１９日（木）午後６時３０分～ 

場 所：石巻市役所６階 石巻市議会 第３、４委員会室 

 

 

次    第 

 

１ 開  会 

 

２ 市長あいさつ  

 

３ 都市計画素案について 

（１）石巻広域都市計画一団地の津波防災拠点市街地形成施設の決定 

 

（２）石巻広域都市計画駐車場の変更 

 

４ 質疑応答 

 

５ 閉  会 

 

 

 

 

※この説明会は、都市計画の素案を作成しましたので、その内容等を広く市民の皆様へ

お知らせし、意見を求めるため開催するものです。 
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慶長遣欧使節出帆慶長遣欧使節出帆慶長遣欧使節出帆慶長遣欧使節出帆４００４００４００４００年記念事業年記念事業年記念事業年記念事業    にっぽんにっぽんにっぽんにっぽん丸歓迎丸歓迎丸歓迎丸歓迎    

ウェルカムフェスタウェルカムフェスタウェルカムフェスタウェルカムフェスタ２０１４２０１４２０１４２０１４in 石巻港石巻港石巻港石巻港    

 

１．開催月日 平成２６年６月１２日（木） １２：４５から２１：３０まで 

２．開催場所 石巻港中島埠頭 

３．入港船舶 大型客船「にっぽん丸」（全長１６６．５ｍ  総トン数２２，４７２トン） 

          石巻港入港時刻  １３：００   出港時刻  ２１：００ 

              

４．主なイベント 

 ■入港セレモニー 

  ○大漁旗によるお出迎え(12:45～13:15)  

  ○歓迎式典(13:30～13:50) 

   ・内容 開     会 

       歓 迎 挨 拶 協議会会長 石巻市長 亀山  紘 

                港湾管理者 宮城県石巻港湾事務所長 梅本 和彦 

記念品花束贈呈 花束：介添え、記念品：２市２町の首長 

        記念プレート 

               船側：４名出席予定 

       船長あいさつ 

閉     会 

 ※伊達武将隊、むすび丸及び２市２町ゆるキャラ歓迎式典に参集 

  ○伊達武将隊の演舞（13:50～14:10）                    荒天により未実施 

・伊達武将隊の演舞、その後、乗船客・来場者との写真撮影等にて交流 

(17:00 まで予定） 

 

■船内イベント 

 ○船内見学会（無料 14:00～15:00）76 名で決定。事前申込（応募者多数のため 5/1 抽選実施） 

 

■陸上イベント 

 ○石巻市・東松島市・女川町・松島町の観光ＰＲコーナー（13:00～19:00） 

 ○宮城県観光ＰＲブース（13:00～19:00） 

  ○海産物の炭火焼き（13:00～19:00）雄勝のホタテ 800 個 

  ○石巻専修大学出展ブース（13:00～19:00） 

 

 ■出港セレモニー 

  ○太鼓・踊りなど各市町の伝統芸能(17：15～) 

笑遊会はねこ踊り     17：15～17：30 

   松宮流 幸扇会     17：35～17：50 

   渡波獅子風流塾     17：55～18：10 

   柳の目獅子舞愛好会   18：15～18：30     荒天により未実施 

   鳴瀬鼓心太鼓      18：35～18：50 

 

  ○打上花火(20:50～21:00) 

  ○ペンライトによるお見送り（21:00～21:10） 
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ＮＯ 役職名 氏　名 代　理 備　考

1 石巻市長 亀山　紘 協議会

2 東松島市長 阿部　秀保 協議会

3 女川町長 須田　善明 協議会

4 松島町長 大橋　健男 協議会

5 石巻商工会議所会頭 浅野　亨 後藤 宗徳（副会頭） 協議会

6 石巻港企業連絡協議会会長 藤崎　夏夫 片倉　一郎 協議会

7 石巻広域圏商工会議所商工会連絡協議会監事 橋本　孝一 斎藤　元 協議会

8 東松島市観光物産協会会長 菊田　良光 協議会

9 女川町観光協会会長 鈴木　敬幸 阿部　喜英 協議会

10 （社）松島観光協会会長 磯田　悠子 協議会

11 宮城県東部地方振興事務所長 正木　毅 協議会

12 宮城県石巻港湾事務所長 梅本　和彦 協議会

13 衆議院議員 安住　淳 内海　徳治（秘書） 来賓

14 衆議院議員 大久保　三代 藤原あゆみ 来賓

15 参議院議員 愛知　治郎 遠藤　隼人（秘書） 来賓

16 参議院議員 桜井　充 沼沢　真也 来賓

17 参議院議員 熊谷　大 二階堂　充（秘書） 来賓

18 宮城県議会議員 齋藤　正美 来賓

19 宮城県議会議員 三浦　一敏 来賓

20 宮城県議会議員 池田　憲彦 来賓

21 宮城県議会議員 坂下　賢 来賓

22 東松島市議会議長 滝　　 健一 来賓

23 女川町議会議長 木村　公雄 来賓

24 カイリク株式会社代表取締役社長 秋葉　博 来賓

25 南光運輸株式会社代表取締役社長 川原　雅紀 来賓

26 日本通運株式会社仙北支店支店長 北谷　眞吾 来賓

27 石巻専修大学学長 坂田　隆 来賓

28 航空自衛隊松島基地第４航空指令団兼松島基地司令有馬　龍也
木場　隆治（第４航空団

整備補給群司令）
来賓

歓迎式典　出席者名簿
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（１）目的 

   旧北上川河口部における新たな堤防整備にあたり、まちづくり・景観配慮の検討の場として、H25年7月に「旧北上川河口 

  かわまちづくり検討会」を設置。これまで、３回のワークショップやパブリックコメントにより地域の方々のご意見を伺い、５回 

  の学識者ワーキングや３回の検討会を経て、新たな水辺の創造に向けた整備方針案を作成した。今回報告会では、これまで 

  約１年間の検討成果を一般市民の方々へ報告し、意見交換を行うもの。 

 

（２）開催日時 

   開催日：平成２６年６月２９日（日） 

   時間：１３時３０分～１６時３０分 

   会場：石巻グランドホテル ２階 鳳凰の間 

       （石巻市千石町２－１０ 右図参照） 

 

（３）出席者 

   コーディネーター  九州大学大学院 工学研究院 島谷教授 

   パネラー       早稲田大学 創造理工学部 佐々木教授 

                東北大学大学院 工学研究科 田中教授 

                東北大学 災害科学国際研究所 平野准教授 

                石巻商工会議所 浅野会頭 

                石巻千石船の会 邊見会長 

                石巻市 亀山市長 

                国土交通省 北上川下流河川事務所 東出所長 

   オブザーバー    宮城県 東部土木事務所 菅原所長 

                宮城県 石巻港湾事務所 梅本所長 

    

旧北上川河口かわまちづくり「市民報告会」 

開催案内ポスター 

1 
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平成２６年度 港湾感謝祭実行委員会 通常総会 

 

日 時：平成２６年７月１５日（火） 

                        午前９時３０分から 

場 所：石巻市役所６階第３・４委員会室 

 

次     第 

 

１ 開     会 

２ 委員長あいさつ 

３ 議     事 

（１）第１号議案 平成２５年度事業報告について 

（２）第２号議案 平成２５年度歳入歳出決算認定並びに会計監査報告について 

（３）第３号議案 平成２６年度事業計画（案）について 

（４）第４号議案 平成２６年度歳入歳出予算（案）について 

４ そ  の  他 

５ 閉     会 
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団　体　名 職 名 委員氏名 実行委員会出席者 備　考

1 石巻市 市　長 亀　山　　　紘 同　左 委員長

2 石巻商工会議所 会　頭 浅　野　　　亨 同　左 副委員長

3 塩釜港湾・空港整備事務所 所　長 髙　田　直　和
副所長
佐々木　利　広

副委員長
代　理

4 (一社）石巻観光協会 会　長 後　藤　宗　徳 同　左 監　事

5 石巻港運協議会 会　長 北　谷　眞　吾
日本通運株式会社仙北支店
営業センター所長
阿　部　裕　一

監　事
代　理

専務理事
根　本　信　夫

代　理

宮城県開発株式会社石巻港
事業所長　片　倉　一　郎

随　行

7
石巻港整備･
利用促進期成同盟会

会　長 亀　山　　　紘 同　左

8 石巻港清港会 会　長 豊　田　昌　史
専務理事
桑　名　孝　一

代　理

9
宮城県建設業協会
石巻支部

支部長 須　田　輝　夫
事務局長
千　葉　　　治

代　理

10
塩釜港湾・空港整備事務所
石巻港出張所

所　長 菅　原　豊　明 同　左

11 石巻海上保安署 署　長 菅　原　博　宣
署員
小　松　良　喜

代　理

12 宮城県土木部港湾課 課　長 平　塚　　　智 同　左

次長（総括担当）
武　内　　　純

代　理

主事
松　戸　信　明

随　行

14
公益財団法人
慶長遣欧使節船協会

総務部次長 髙　橋　貞　治 同　左

15 石巻商工会議所 専務理事 髙　橋　武　徳 同　左

16 石巻市建設部 部　長 土　井　　　昇
建設部次長
山　下　和　良

代　理

17 石巻市産業部 部　長 木　村　　　伸 欠　席

港湾感謝祭　実行委員会　出席者名簿

　会　長 煙　山　　　寿　石巻港企業連絡協議会6

13 　宮城県石巻港湾事務所 　所　長 梅　本　和　彦

平成26年7月15日

（敬称略、順不同）
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復興事業（事務）の進捗状況 

 

担当部署名 教育委員会 

内  容 

 

 

【学校施設整備室】 

 

（１）学校施設太陽光発電設備整備事業 

 

① 業務名称  太陽光発電設備設置工事 

業務場所  石巻小学校・桜坂高等学校 

入札予定  平成 26 年 7 月 

 

② 業務名称  太陽光発電設備工事監理業務委託 

業務場所  石巻小学校・桜坂高等学校 

入札予定  平成 26 年 7 月 

 

③ 業務名称  太陽光発電設備等設計業務委託 

業務場所  住吉小学校・北村小学校・中里小学校・東浜小学校・ 

山下小学校・飯野川第一小学校・桃生小学校・寄磯小学校 

鹿又小学校・青葉中学校・河南西中学校・住吉中学校・ 

河南東中学校・山下中学校・万石浦中学校・河北中学校 

入札予定  平成 26 年 7 月 

 

（２）雄勝地区小・中学校統合移転新築事業 

 

① 業務名称  雄勝地区統合小・中学校移転新築事業 

建物基本・実施設計 

業務場所  雄勝町大浜字小滝浜地内 

発注予定  平成 26 年 7 月 

 

② 業務名称  雄勝地区小・中学校統合移転新築事業 

用地基本・実施設計業務 

業務場所  雄勝町大浜字小滝浜地内 

発注予定  平成 26 年 7 月 

 

（３）渡波中学校移転新築事業 

 

① 業務名称  渡波中学校移転新築事業建物基本・実施設計 

業務場所  新渡波地区被災市街地土地区画整理事業用地内 

発注予定  平成 26 年 7 月 

 

（４）北上小学校移転新築事業 

  

① 業務名称  北上小学校建設基本構想・基本計画策定支援業務 

業務場所  石巻市北上町十三浜字小田地内 

入札予定  平成 26 年 8 月 
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担当部署名 教育委員会 
 

 

【複合文化施設開設準備室】 

 

（１） 複合文化施設整備調整会議等の開催 

平成２６年７月 ９日 第１回 複合文化施設整備調整会議 

平成２６年７月２３日 第２回 複合文化施設整備調整会議 

平成２６年８月予定 第３回 複合文化施設整備調整会議 

平成２６年８月予定 複合文化施設整備市民懇談会 

 

（２） 複合文化施設整備事業 

 

業務名称  複合文化施設整備基本計画（案）作成業務委託 

入札予定  平成 26 年 7 月 17 日 

 

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。 
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一次仮置き場までの収集運搬済

みの量
428 万ｔ 完了

災害廃棄物の推計処理量 428 万ｔ 100%

工事発注済みの漁港数 33 漁港 着手

被災した漁港数 44 漁港 75%

再開した企業数 114 社 再開

震災前の企業数 207 社 55%

平成２６年度作付可能な水田

面積
1,437 ha 再開

津波により冠水した水田面積 1,771 ha 81%

復旧工事が完了した道路等の箇

所数
445 箇所 完了

被災した道路等の箇所数 634 箇所 70%

用地取得済みの戸数 3,033 戸 用地取得

復興公営住宅の整備目標戸数 4,000 戸 76%

工事着手済みの戸数 1,158 戸 着手

復興公営住宅の整備目標戸数 4,000 戸 29%

供給開始済みの戸数 149 戸 完了

復興公営住宅の整備目標戸数 4,000 戸 4%

事業認可済みの地区数 51 箇所 着手

対象地区数 51 箇所 100%

造成工事着工地区数 22 箇所 着手

対象地区数 51 箇所 43%

事業認可済みの地区数 11 地区 事業認可

区画整理事業を実施する地区数 15 地区 73%

造成工事着工数 5 地区 着手

区画整理事業を実施する地区数 15 地区 33%

進捗率

石巻市の復興の進捗状況（H26.5月末現在） ■事業認可・用地取得　■着手　■完了・完成
進捗度合い

項目
上段：復旧・復興状況の資料

下段：被害状況の指標

漁港の復旧状況

水田の復旧状況

水産加工団地の再建状況

震災がれきの一次処理

道路・橋りょう・河川の復旧状況

土地区画整理事業の進捗状況

復興公営住宅の整備状況

防災集団移転促進事業の状況

0% 50% 100%

0% 50% 100%

0% 50% 100%

0% 50% 100%

0% 50% 100%

0% 50% 100%

0% 50% 100%

0% 50% 100%

0% 50% 100%

0% 50% 100%

0% 50% 100%

0% 50% 100%


