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災害に強いまちづくりの推進

計画的な土地利用の推進

安全な地域づくり3
【復興事業】

○庁舎跡地活用整備（復興推進課）　　　　120 万円
　新庁舎（宮古駅南側地区）の整備・移転後の現本庁舎および分庁舎の跡地活用に向けて、中心市街
地のにぎわい創出事業を行います。

○中心市街地拠点施設整備（復興推進課）　　　　37 億 1,469 万円

　宮古駅南側地区に、防災・
災害対策の中枢的な役割を担
う地域防災拠点施設を整備し
ます。
　施設には「市民交流センター
（仮称）」「市本庁舎」「保健セ
ンター」の３つの機能を配置
します。
　本年度は、施設の建設工事
を行います。完成は平成 30年
７月末日を予定しています。

宮古駅南側に整備する施設のイメージ図

○住居表示整備（総合窓口課）　　　　439 万円
　被災した鍬ヶ崎地区に街区表示板を設置します。
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○再生可能エネルギープロジェクトの推進　　　　95 万円
　地域の自然資源による再生可能エネ
ルギーを活用した「エネルギーの地産
地消」の取り組みや、災害時に必要な
エネルギーを供給できる体制づくりに
向けた取り組みを進めます。
　事業を推進するため、官民一体で設
立した協議会の活動を支援します。
◆宮古市スマートコミュニティ推進協
議会（平成 25 年７月 23 日設立）
◆宮古市ブルーチャレンジプロジェク
ト協議会（平成 24 年 11 月 26 日設立）

再生可能エネルギーの確保・推進（環境課）

○浸水対策【新規】　　　　32億 5,660 万円
　震災による地盤沈下の影響で浸水被害が発生している新川町地区、藤原地区において、雨水排水ポ
ンプ場の整備を行います。

○水道施設の災害復旧　　　　１億 1,230 万円
　震災の津波で被災した市街地において、水道施設の復旧工事を行います。
◆対象地区　赤前地区など

災害に強いライフラインの整備促進（上下水道部施設課）

○防災集団移転促進　　　　８億 7,842 万円
　震災で被害を受けた地区において、海岸保全施設などの整備をしてもなお、浸水が予想されるエリ
アを災害危険区域および移転促進区域に設定し、背後の高台などへの移転を図ります。
　本年度も引き続き、移転対象者の移転補助および高台団地移転に係る住宅建設補助を実施します。

○都市再生区画整理　　　　18 億 1,697 万円
　震災の津波で被災した市街地において、宅地や道路、公園などの整備を行うための土地区画整理事
業を行います。本年度は道路、公園の供用を開始します。
◆対象地区　田老地区、鍬ヶ崎・光岸地地区

多重防災型施設の整備促進（都市計画課）
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【復興事業】　３　安全な地域づくり

至千鶏至千鶏

至仲組至仲組

重茂半島線

○荒巻笹見内地区道路整備（建設課）
4 億 7,000 万円

　暴風時に高波により通行止めにしている箇所を避ける
ため、トンネルを整備し、災害に強い交通ネットワーク
の形成を図ります。
◆内容　トンネル工事（190 ｍ）、函

かんきょ
渠設置工事（50 ｍ）、

用地取得、水道管等移設補償

災害に強い交通ネットワークの形成

市内幹線道路・生活関連道路の復旧・整備

○河南高浜線道路整備（建設課）
　　３億 2,557 万円

　河南高浜線は、河南地区・藤の川地区・
高浜地区を結ぶ道路です。東日本大震災時
に孤立した地区を解消するための避難道路
として整備し、災害に強い交通ネットワー
クの形成を図ります。
◆内容　道路整備工事（420 ｍ）、埋蔵文化
財調査、用地取得、立木等補償

至小山田至小山田

至金浜至金浜

45

○磯鶏金浜線（金浜工区）道路整備
（建設課）　　２億 5,050 万円

　磯鶏金浜線は、磯鶏地区・八木沢地区・
金浜地区を結ぶ道路です。金浜工区では、
金浜地区防災集団移転促進事業に伴う造成
団地から国道 45 号までの間を拡幅します。
防集団地との一体的な整備により、災害に
強い交通ネットワークの形成を図ります。
◆内容　道路整備工事（560 ｍ）、用地取得、
電柱等移転補償

至磯鶏至磯鶏 至藤原至藤原

至津軽石至津軽石

45

高浜・金浜地区防災
集団移転促進事業
高浜・金浜地区防災
集団移転促進事業
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【復興事業】　３　安全な地域づくり

○新田平乙部地区道路整備（建設課）
　   　788 万円

　田老地区防災集団移転促進事業に伴う
造成団地から国道 45 号へのアクセス道路
を整備します。防集団地との一体的な整
備により、災害に強い交通ネットワーク
の形成を図ります。
◆内容　用地取得

至崎山至崎山

至岩泉至岩泉

45

三
陸
沿
岸
道
路

○高浜地区道路整備（建設課）　
4,240 万円

　国道 45 号から高浜地区を結ぶ二線堤機
能道路を整備することにより、大規模津
波災害時の浸水範囲を減少させ、後背地
の安全性を確保します。
◆内容　用地取得、水道管等移転補償

至磯鶏至磯鶏

至津軽石至津軽石

45

○八幡沖鉄道踏切線道路改良【新規】（都市計画課）　　　　２億 9,070 万円

　八幡沖鉄道踏切線は、中心市街地拠点
施設と宮古駅北側の中心市街地を結ぶ道
路です。狭く急カーブとなっているＪＲ
山田線と交差する踏切部を改良するとも
に歩道を整備し、災害に強い交通ネット
ワークの形成を図ります。
◆内容　測量設計、用地取得、物件補償、
道路整備工事

○公共土木施設の災害復旧（建設課）　　　　２億 6,083 万円
　被災した市道などの災害復旧工事を行います。

L=268ｍL=268ｍ

　

改良区間

中中心心市市街街地地拠拠点点施施設設

国国道道110066号号線線

ＪＪＲＲ宮宮古古駅駅
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【復興事業】　３　安全な地域づくり

○災害時支援ネットワークづくり（福祉課）　　　327 万円
　災害時に自力で避難することが困難な市民を、町内会、消防団、民生委員などが連携し、地域ぐる
みで災害から守る取り組みを推進します。

自主防災組織の育成・強化

防災・危機管理体制の強化と再構築

○コミュニティエフエム放送の活用　　　　1,530 万円
　コミュニティエフエム放送を通じて、仮設住宅などに避難している住民をはじめ、市民に対して市
政情報、防災情報および被災者支援情報などを提供します。

市民への情報伝達手段の再構築（企画課）

○避難路の整備（水産課）　　　　１億 980 万円
　日出島海岸線道路の整備を進め、漁港および背後集落の地震・津波・高潮への防災対策を進めます。

○津波避難誘導施設の整備（危機管理課）　　　　5,020 万円
　安全かつ迅速に避難できる環境を整えるため、津波避難路および避難誘導標識を整備します。

地域防災力の向上

防災施設（避難路・誘導標識等）の復旧・整備

○復興街づくりテレビ共聴施設等の整備　　　　110 万円
　防災集団移転促進事業などによる移転地区での地上デジタルテレビ放送の難視聴を解消するため、
テレビ共同受信施設組合などに補助します。
◆整備予定地区　金浜地区、千鶏地区

○テレビ共同受信施設の復旧　　　　　　　　90 万円
　被災した住宅の再建や移転に伴う地上デジタル放送の難視聴を解消するため、被災テレビ共同受信
施設組合に整備費用を補助します。

○仮設待合室・トイレの設置　　　　121 万円
　公共交通利用者の利便性向上のため、震災で流出した施設の代替施設として、仮設待合室および仮
設トイレを設置します。

公共交通の復旧と再生（企画課）
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○宮古市東日本大震災復興計画の推進（復興推進課）　　　　5,118 万円
　震災からの迅速かつ着実な復興のため、宮古市東日本大震災復興計画に掲げる各施策の推進を図ります。

その他4
【復興事業】

○国土調査（農林課）　　　　2 億 1,889 万円
　土地一筆ごとに所有者・地番・地目・境界を調査し、測量を行い地籍図および地籍簿を作成します。
◆内容　継続調査（地積測定・地籍図作成など）10.77 ㎢

・・・田老字立腰、蟇目、小国の一部、音部・重茂の各一部、平津戸の一部
　　　　新規分（一筆地調査など）10.01 ㎢・・・田老字飛、蟇目、平津戸、音部の各一部

○情報通信基盤施設維持管理事業（川井総合事務所）　　　　3,884 万円
　一般国道 106 号宮古盛岡横断道路の整備に伴い支障となる地域情報通信基盤施設の光ケーブルなどの
移設を行います。

○災害弔慰金などの支給・災害援護資金の貸付け（福祉課）　　　　3,136 万円
　震災で亡くなられた方のご遺族に「災害弔慰金」を、負傷や疾病により身体または精神的に著しい
障がいが生じた方を対象に「災害障害見舞金」をそれぞれ支給します。
　また世帯主に１カ月以上の負傷がある場合、または住居・家財に一定以上の損害を受けた方に対して、
生活再建に必要な災害援護資金を貸し付けます。
　なお「災害弔慰金」については、災害発生時の直接的な死亡でなくても、避難所生活を余儀なくさ
れたことが引き金となり病気にかかってしまい死亡するなど、災害に起因して死亡したと思われる場
合は、災害関連死に該当するかどうか市で判断することになります。福祉課の窓口に相談してください。

○宮古運動公園の復旧記念【新規】（教委生涯学習課）　　　　550 万円
　平成 29 年夏に落成予定の宮古運動公園（陸上競技場、野球場）の復旧記念事業を実施します。

○東日本大震災追悼式（総務課）　　　　272 万円
　震災によって犠牲になられた方々を慰霊・追悼し、市の復興に向けた誓いを新たにするための追悼
式を開催します。

○放射能影響対策（環境課）　　　　46 万円
　東京電力福島原子力発電所事故による放射能の影響について、市内９カ所の空間放射線量を測定し
て公表します。また食品の放射線物質の測定などを実施します。


