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復興だより第31号

○復旧・復興事業の進捗状況
【令和２年２月末現在】

○復興トピックス
（令和元年１０月～令和２年３月）
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復旧・復興の進捗状況【令和２年２⽉末現在】

●災害復旧⼯事の進捗状況

道路・橋梁施設
（1,534箇所）

河川施設
（273箇所）

海岸保全施設
（73施設）

港湾施設
（280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

（2,296箇所）

着⼿率 100%
完成率 約98％

着⼿率 100%
完成率 約89％

着⼿率 100%
完成率 100％

着⼿率 100%
完成率 100％

着⼿率 100%
完成率 約86％

着⼿率 100%
完成率 約95％

着⼿率 100%
完成率 約71％

50% 100%

50% 100%

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

●復興まちづくり事業の進捗状況

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100％
住宅建築可能率100％

⼯事着⼯率 100％
住宅建築可能率約97％

⼯事着⼯率 100％
住宅建築可能率100％

⼟地区画整理事業
（11市町35地区で計画）

津波復興拠点整備事業
（8市町12地区で計画）

50% 100%

50% 100%

●仙台塩釜港（仙台港区）コンテナ貨物取扱量
回復率
約134%

回復率︓震災前(H22/1〜H22/12)に対して
現在(H31/1〜R1/12)のコンテナ取扱量(TEU)の割合

震災前
（H22/1〜H22/12）
コンテナ貨物
取扱量
216,345TEU

現在
(H31/1〜
R1/12)

※TEUとは20ﾌｨｰﾄｺﾝﾃﾅ１個分相当を⽰す単位

50% 100%

現在
(H30/1〜H30/12)

309,511⼈

3,270,164⼈

回復率︓震災前(H22/1〜H22/12)に対して
現在(H30/1〜H30/12)の仙台空港乗降客数の⽐率

●仙台空港乗降客数の状況
震災前（H22/1〜H22/12）
乗降客数（国際線）
271,932⼈

50% 100%

乗降客数（国内線）
2,554,345⼈

回復率 約114%

回復率 約128%

▲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
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50% 100%

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
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

公園施設
（7施設）

着⼿率 100%
完成率 100％

●災害公営住宅の整備状況

⼯事着⼿率 100％
完 成 率 100％

計画⼾数
（15,823⼾）

50% 100%

※完成⼾数（15,823⼾）

⼯事着⼿率︓建築⼯事に着⼿した⼾数の割合

完 成 率︓⼯事が完了したもの

約 289,000TEU※（速報値）

■写真で分かる宮城県の復旧⼯事完成箇所は４ページ⽬をご覧下さい。



復興トピックス
（令和元年１０⽉〜１２⽉）

10
月

11
月

2

●１０⽉７⽇
⼤崎市古川七⽇町⻄地区第⼀種市街地

再開発事業 安全祈願祭 開催
大崎市古川七日町西地区を対象とした市街地再開発事業の

安全祈願祭が開催されました。再開発区域は，複合施設や共
同住宅等を建設します。
古川七日町の新たな地域コミュニティの場となっていくことが

期待されます。

12
月

●１２⽉２１⽇
（主）岩沼蔵王線 ⼤師・姥ヶ懐道路

志賀姥ヶ懐トンネル 開通
（主）岩沼蔵王線 大師・姥ヶ懐道路の志賀姥ヶ懐トンネルは

平成２４年度より社会資本整備総合交付金の復興枠事業とし
て整備を進めてきました。開通に伴い，岩沼市と村田町のアク
セスの向上が図られ，交通が安全なものとなりました。
１２月２１日には，開通式が開催され，出席者でパレードを行

い，開通をお祝いしました。

●10/10 （一）石巻工業港矢本線 定川大橋 開通

●12/21 （主）岩沼蔵王線 大師・姥ヶ懐道路
志賀姥ヶ懐トンネル 開通

●10/30
タイ国際航空「仙台－バンコク線」 就航

●11/1 宮城県女川オフサイトセンター 完成

●11/2 １１月２日 中国国際航空

「仙台―大連―北京線」 就航

●11/3 建設ふれあいまつり 開催

●10/7 大崎市古川七日町西地区第一種市街地

再開発事業 安全祈願祭 開催

●11/10～11 第１０回「震災対策技術展」東北 開催

●１１⽉２⽇ 中国国際航空
「仙台―⼤連―北京線」 就航

中国国際航空による「仙台－大連－北京線」の約７年ぶりの
就航を祝し，１１月２日にセレモニーが開催されました。
この就航により，宮城県をはじめとする東北地方における旅

行需要が喚起されるほか，中国からの誘客が促進されることで，
インバウンド・アウトバウンド両面からの人的交流の更なる拡大
が期待されます。
県では，東北各県の自治体・経済界等と緊密に連携し，「仙

台－大連－北京線」の需要喚起に向けたプロモーション等に
積極的に取り組みます。

●１１⽉３⽇ 建設ふれあいまつり 開催
１１月３日に県庁前駐車場で，建設産業関係団体と連携し，

建設産業を身近に感じていただくためのイベント「みやぎ建設
ふれあいまつり」を開催しました。当日は，好天にも恵まれ，家
族連れを中心にたくさんのお客様が御来場しました。
会場では，２本のアームを持つ特殊解体重機「アスタコNEO」

の試乗体験やドローンの操作体験などに長い行列ができたほ
か，各種体験・展示ブースでも建設業のさまざまな取組を見て
触れていただきました。



復興トピックス
（令和２年１⽉〜令和２年３⽉）

２月

３月

●１⽉２４⽇ 令和元年度宮城県
住宅・社会資本 再⽣・復興フォーラム 開催
宮城県における住宅・社債資本の復旧・復興について報告

するとともに，住まいに係る復旧・復興事業を振り返り，将来に
向けた課題や伝承すべきことについて考えていく機会とするた
め，本フォーラムが開催されました。
基調講演として，国土交通省都市局市街地整備課の村上努

企画専門官，石巻市復興事業部市街地整備課の草刈明彦課
長にご講演いただきました。
また，令和元年１０月に発生した令和元年東日本台風につい

て，東北大学災害科学国際研究所の森口周二准教授からご
講演いただきました。

●１⽉９⽇ （国）３９８号 崎⼭トンネル
貫通式典 開催

平成２８年度より整備を進めてきた（国）３９８号の崎山地区に
おいて，トンネル本体の掘削が完了したことから，貫通式典が
開催しました。県では，女川町石浜地内から桐ヶ崎地内に至る
延長約１．０kmの区間を崎山工区として整備を進めています。
本事業により町内の各防災集団移転地と中心部の医療拠点

等が円滑に結ばれ，復興に寄与することが期待されます。
崎山トンネル工事としては，平成３１年４月から本格的に掘削

に着手しました。狭小な限られたスペースにおいて２４時間体
制での作業となりましたが，安全には最大限配慮し，令和元年
１２月に無事に貫通を迎えることができました。
式典当日は，女川町長をはじめ県議会議員・地元関係者・工

事関係者等，約１００名に参加して頂き，貫通を祝福しました。

●2/24 三陸沿岸道路
「気仙沼中央IC～気仙沼港IC」間

開通式 開催

●２⽉４⽇ 令和元年度 第２回
七北⽥川⽔系河川整備学識者懇談会 開催
本懇談会は，七北田川水系の河川整備計画の見直しにあたり，

河川に関する学識経験等を有する方々から，河川整備計画の内
容について意見を聴くものです。
これまで令和元年６月１０日に第１回懇談会，同年１０月９日に

現地視察会を開催し，河川の現状・課題・河川整備の目標につ
いて整理したことから，第２回懇談会では河川整備計画の素案
について議論を行いました。

●3/22 （主）女川牡鹿線小乗浜復興道路

開通式 開催予定

●3/7 （国）３４６号錦織工区 開通式 開催

１月

●1/9 （国）３９８号 崎山トンネル貫通式典 開催

●2/4 令和元年度 第２回 七北田川水系

河川整備学識者懇談会 開催

●2/3～18

「東日本大震災からの復興まちづくりパネル展
～いわて・みやぎ・ふくしま～」 in岩手県 開催

●２⽉３⽇〜１８⽇
東⽇本⼤震災からの復興まちづくりパネル展
〜いわて・みやぎ・ふくしま〜 in岩⼿県 開催

２月３日から２月１８日まで「岩手県庁 1階 県民室」におい
て，「東日本大震災からの復興まちづくりパネル展～いわて・
みやぎ・ふくしま～」を開催しました。
９月の福島県開催に引き続き，

「復興まちづくり」をテーマとして
岩手県・宮城県・福島県の３県
合同でパネル展を開催したもの
です。
岩手県の多くの皆様に，宮城

県を含めた被災３県の復興の姿
を知って頂くことができました。

●3/2～13
「東日本大震災からの復興まちづくりパネル展

～いわて・みやぎ・ふくしま～」 in宮城県 開催

●3/22 「春休み！小学生と保護者のおうちづくりの

学校見学会」 開催予定

３

●1/24 令和元年度 宮城県住宅・社会資本
再生・復興フォーラム 開催



東宮浜代ヶ崎浜地区 ⼩友浜護岸
（七ヶ浜町）

花渕浜吉⽥浜地区 吉⽥花渕防潮堤
（七ヶ浜町）

横須賀地区海岸
（⽯巻市）

淀川
（⽯巻市）

⼥川牡⿅線 野々浜
（⼥川町）

増⽥川
（名取市）

写真で分かる宮城県の復旧工事完成箇所
（令和元年１０月～令和２年２月）

●１０月１０日
（一）石巻工業港矢本線 定川大橋 開通

東北地方太平洋沖地震の発生に伴う大津波により，橋桁が
流出した（一）石巻工業港矢本線の定川大橋は，平成２３年度
より災害復旧工事を進めてきました。
開通に伴い，石巻圏域内の安全・安心な交通を確保すると

ともに，石巻工業港の東西アクセスの向上が図られます。
１０月１０日には，開通式が開催されました。矢本第２中学校

の生徒の皆様がデザインした橋名板がお披露目され，渡り初
めを行い，新しい定川大橋の開通をお祝いしました。

復興創生期間 発展期最後の一年 復旧・復興の完遂へ！
４ 令和２年３⽉１３⽇ 発⾏


