
土地区画整理事業及び津波復興拠点整備事業の進捗状況等について土地区画整理事業及び津波復興拠点整備事業の進捗状況等について土地区画整理事業及び津波復興拠点整備事業の進捗状況等について土地区画整理事業及び津波復興拠点整備事業の進捗状況等について    

市街地整備市街地整備市街地整備市街地整備課／大船渡駅周辺整備室課／大船渡駅周辺整備室課／大船渡駅周辺整備室課／大船渡駅周辺整備室        

１．１．１．１．土地区画整理事業の土地区画整理事業の土地区画整理事業の土地区画整理事業の進捗進捗進捗進捗状況状況状況状況    

    (1(1(1(1））））仮換地の使用収益開始仮換地の使用収益開始仮換地の使用収益開始仮換地の使用収益開始のののの状況状況状況状況（平成（平成（平成（平成 30303030 年年年年９月末日９月末日９月末日９月末日現在）現在）現在）現在）    

使用収益開始通知（効力発生日） 筆数(筆) 地積(㎡) 割合(％) 

第１～６回（平成 30 年３月 31 日） 170 104,472.21 48.4 

第１～12 回（平成 30 年９月 30 日） 248 141,198.93 65.4 

残り 397  74,756.37 34.6 

全体 645 215,955.30 100 

  ※ 使用収益開始＝仮換地が利用可能な状態になること 

    (2(2(2(2））））移転補償の状況移転補償の状況移転補償の状況移転補償の状況（平成（平成（平成（平成 30303030 年年年年９月末日９月末日９月末日９月末日現在）現在）現在）現在）    

        ①①①①    補償契約件数・進捗率補償契約件数・進捗率補償契約件数・進捗率補償契約件数・進捗率    

年度毎等 

契約件数 

 

補償内容等 

平成 26 年度 

契約（件） 

平成 27 年度 

契約（件） 

平成 28 年度 

契約（件） 

平成 29 年度 

契約（件） 

平成30年度契

約（件） 

平成 31 年度 

契約（予定） 

（件） 

合計（平成 26

～ 31 年度契

約）（件） 

建 物 移 転 補 償 12 22 21 6 － － 61 

借 家 人 補 償 2 11 28 8 － － 49 

その他（損失補償） 3 19 16 17 17 4 76 

合      計 17 52 65 31 17 4 186 

累      計 17 69 134 165 182 186  

進 捗 率（％） 9.1 37.1 72.0 88.7 97.8 100.0  

        ②②②②    補償契約金額補償契約金額補償契約金額補償契約金額    

年度毎等 

契約件数 

 

補償内容等 

平成 26 年度 

契約（円） 

平成 27 年度 

契約（円） 

平成 28 年度 

契約（円） 

平成 29 年度 

契約（円） 

平成 30 年度 

契約（円） 

平成 31 年度 

契約（予定） 

（円） 

合計（平成 26

～ 31 年度契

約）（円） 

建 物 移 転 補 償 1,959,614,447 1,962,305,375 1,694,855,146 180,135,257 － － 5,796,910,225 

借 家 人 補 償 5,438,507 22,245,890 43,767,783 10,636,097 － － 82,088,277 

その他（損失補償） 3,304,874 35,835,129 28,826,859 159,605,845 25,455,922 950,500 253,979,129 

合      計 1,968,357,828 2,020,386,394 1,767,449,788 350,377,199 25,455,922 950,500 6,132,977,631 

    (3(3(3(3））））土地区画整理法第土地区画整理法第土地区画整理法第土地区画整理法第 76767676 条許可申請・仮換地先行使用願い・一時使用申請の状況条許可申請・仮換地先行使用願い・一時使用申請の状況条許可申請・仮換地先行使用願い・一時使用申請の状況条許可申請・仮換地先行使用願い・一時使用申請の状況    

（平成（平成（平成（平成 30303030 年年年年９月末日９月末日９月末日９月末日現在）現在）現在）現在）    

年度・年月 

76 条許可申請 先行使用願い 一時使用申請 

申請・許可件数 要望・承諾件数 申請・承諾件数 

平成 26 年度以前  11  0  10 

平成27年度  21  5  31 

平成28年度  41 26  57 

平成29年度  43 29  80 

平成30年４月～平成30年９月  23  7  52 

合計 139 67 230 

  ※１ 76 条許可申請＝土地区画整理事業施行区域内で、土地の形質変更、建築物その他工作物（擁壁・看板など）の新・

増・改築、５トンを超える移動が容易でない物件の設置・たい積などを行うための申請について、

市が許可するもの 

  ※２ 先行使用願い＝仮換地の使用収益開始が通知されるまでの間、建物などの建築着工のため、権利者からの先行使

用の要望について、市が承諾するもの 

  ※３ 一時使用申請＝駅周辺地区土地区画整理区域の市管理地において、一時的に必要な施設などの設置に係る申請に

ついて、市が承諾するもの 

    

    

    (4(4(4(4））））土地区画整理事業区域における建築工事着手状況（平成土地区画整理事業区域における建築工事着手状況（平成土地区画整理事業区域における建築工事着手状況（平成土地区画整理事業区域における建築工事着手状況（平成 30303030 年年年年９月末日９月末日９月末日９月末日現在）現在）現在）現在）    資料資料資料資料 4444----1111 参照参照参照参照    

    ((((5555））））土地区画整理事業区域における工事等の実施状況（平成土地区画整理事業区域における工事等の実施状況（平成土地区画整理事業区域における工事等の実施状況（平成土地区画整理事業区域における工事等の実施状況（平成 30303030 年年年年９月末日９月末日９月末日９月末日現在）現在）現在）現在）    

        ①①①①    工事等の実施状況工事等の実施状況工事等の実施状況工事等の実施状況    資料資料資料資料 4444----2222・資料・資料・資料・資料 4444----3333 参照参照参照参照    

        ②②②②    電柱の本設状況電柱の本設状況電柱の本設状況電柱の本設状況（平成（平成（平成（平成 30303030 年年年年９月末日９月末日９月末日９月末日現在）現在）現在）現在）    

年度等 

東北電力柱 ＮＴＴ柱 柱合計 

本設数 

（本） 

累計 

本設数 

（本） 

進捗率

（％） 

本設数 

（本） 

累計 

本設数 

（本） 

進捗率

（％） 

本設数 

（本） 

累計 

本設数 

（本） 

進捗率

（％） 

平成 27 年度   2   2  2.0   4   4  3.7   6   6  2.9 

平成 28 年度  63  65 63.7  22  26 24.1  85  91 43.3 

平成 29 年度  34  99 97.1  56  82 75.9  90 181 86.2 

平成 30 年 

４～９月 

  3 102 100.0   16  98 89.9   19 200 94.8 

計画本設数  102   109   211  

        ③③③③    地下ケーブル・地下ケーブル・地下ケーブル・地下ケーブル・上下水道の施工状況（平成上下水道の施工状況（平成上下水道の施工状況（平成上下水道の施工状況（平成 30303030 年年年年９月末日９月末日９月末日９月末日現在）現在）現在）現在）    

年度等 

地下ケーブル(管路) 水道 下水道 

施工延長 

（ｍ） 

累計 

施工延長 

（ｍ） 

進捗率 

（％） 

施工延長 

（ｍ） 

累計 

施工延長 

（ｍ） 

進捗率 

（％） 

施工延長 

（ｍ） 

累計 

施工延長 

（ｍ） 

進捗率 

（％） 

平成 27 年度 1,034.50 1,034.50 36.7   406.50   406.50  4.3   251.05   251.05  3.3 

平成 28 年度   762.50 1,797.00 63.8 4,248.20 4,654.70 48.8 2,059.54 2,310.59 30.1 

平成 29 年度   812.70 2,609.70 92.7 4,184.70 8,839.40 92.7 4,895.14 7,205.73 94.0 

平成 30 年 

４～９月 

  206.80 2,816.50 100.0   470.50 9,309.90 97.6   563.10 7,768.83 100.0 

設計延長  2,816.50   9,539.10   7,768.83  

    ((((6666））））大船渡都市計画事業大船渡都市計画事業大船渡都市計画事業大船渡都市計画事業大船渡駅周辺大船渡駅周辺大船渡駅周辺大船渡駅周辺地区地区地区地区土地区画整理事業の土地区画整理事業の土地区画整理事業の土地区画整理事業の事業計画（第事業計画（第事業計画（第事業計画（第６６６６回変更）案回変更）案回変更）案回変更）案    

        ①①①①    利害関係者による縦覧利害関係者による縦覧利害関係者による縦覧利害関係者による縦覧：：：：８月 31 日（金）～９月 13 日（木）    

   ・ 縦覧人数 １人［９月１日（土）］ 

        ②②②②    利害関係者による意見書の提出利害関係者による意見書の提出利害関係者による意見書の提出利害関係者による意見書の提出：：：：８月 31 日（金）～９月 27 日（木）    

   ・ 提出件数 ０件（提出先である岩手県県土整備部都市計画課へ確認済） 

        ③③③③    今後の予定今後の予定今後の予定今後の予定    

    岩手県へ認可申請を行い、11 月に認可を得る予定 

    (7(7(7(7）出店等希望事業者と貸地等希望地権者との面談会の開催）出店等希望事業者と貸地等希望地権者との面談会の開催）出店等希望事業者と貸地等希望地権者との面談会の開催）出店等希望事業者と貸地等希望地権者との面談会の開催    

  ①①①①    出店等希望事業者向け説明会：出店等希望事業者向け説明会：出店等希望事業者向け説明会：出店等希望事業者向け説明会：11 月９日（金）シーパル大船渡大会議室 

  ②②②②    面談会：面談会：面談会：面談会：12 月 12 日（水）リアスホール マルチスペース 

    ((((8888）土地区画整理事業）土地区画整理事業）土地区画整理事業）土地区画整理事業区域内における土地利活用状況（平成区域内における土地利活用状況（平成区域内における土地利活用状況（平成区域内における土地利活用状況（平成 30303030 年年年年９月末日９月末日９月末日９月末日現在）現在）現在）現在）    資料資料資料資料 4444----4444 参照参照参照参照    

    ((((9999））））応急仮設住宅特定延長対象者応急仮設住宅特定延長対象者応急仮設住宅特定延長対象者応急仮設住宅特定延長対象者のののの事業区域内への事業区域内への事業区域内への事業区域内への再建（予定）再建（予定）再建（予定）再建（予定）状況（平成状況（平成状況（平成状況（平成 30303030 年年年年９月末日９月末日９月末日９月末日現在）現在）現在）現在）    

資料資料資料資料 4444----5555 参照参照参照参照    

    ((((10101010）大船渡駅周辺の）大船渡駅周辺の）大船渡駅周辺の）大船渡駅周辺のまちの姿まちの姿まちの姿まちの姿（（（（平成平成平成平成 30303030 年年年年８８８８月月月月 11119999 日日日日東急ＪＶ撮影）東急ＪＶ撮影）東急ＪＶ撮影）東急ＪＶ撮影）    資料資料資料資料 4444----6666 参照参照参照参照    

※※※※２２２２    ※※※※３３３３    ※１※１※１※１    

資料４資料４資料４資料４ 



２２２２．．．．津波復興拠点整備事業の進捗状況津波復興拠点整備事業の進捗状況津波復興拠点整備事業の進捗状況津波復興拠点整備事業の進捗状況    

    (1)(1)(1)(1)    工事等の実施状況工事等の実施状況工事等の実施状況工事等の実施状況    

・ 平成 28 年３月 13 日、「第 1 期まちびらき」開催、同日ＢＲＴの専用道運行開始 

・ 平成 29 年４月 21 日、県道丸森権現堂線、駅前２号線全線供用開始 

  ・ 平成 29 年７月末、津波復興拠点整備事業区域内の造成工事完了 

  ・ 平成 30 年３月 20 日、大船渡市防災観光交流センター完成 

  ・ 平成 30 年４月末、ＢＲＴ横断歩行者用通路３箇所が供用開始済み 

 

    (2)(2)(2)(2)    エリアマネジメントの推進エリアマネジメントの推進エリアマネジメントの推進エリアマネジメントの推進状況状況状況状況    資料資料資料資料 4444----7777 参照参照参照参照    

        ①①①①    まちづくり会社の設立まちづくり会社の設立まちづくり会社の設立まちづくり会社の設立    

            ・ まちづくり会社「㈱キャッセン大船渡」設立（平成 27 年 12 月 15 日登記） 

   ・ ㈱キャッセン大船渡の新代表取締役に田村滿氏が就任（平成 28 年 3 月７日） 

 

  ②②②②    商業施設整備の商業施設整備の商業施設整備の商業施設整備の整備整備整備整備状況状況状況状況    

街区 予定借地人等 現在の状況 備考 

①街区 さいとう製菓㈱ オープン済み － 

②街区 ㈱キャッセン大船渡 オープン済み － 

③街区 ㈱サクラダ オープン済み － 

④街区 おおふなと夢商店街協同組合 オープン済み 

・敷地内におおふなと夢横丁を整備、今後、順次オー

プン 

⑤街区 ㈱キャッセン大船渡 オープン済み 

・千年広場が、平成28年９月に緑の環境プラン大賞「国

土交通大臣賞」受賞 

⑥街区 大船渡再開発㈱ オープン済み － 

⑦街区 ㈱キャッセン大船渡 計画中 

【今後の予定】 

・平成30年度：周辺街区も活用した食や音楽等のイベ

ント実施を通じた土地活用調査（復興庁モデル調査

事業に選定） 

・平成31年度以降：活用構想のとりまとめ、実施設計

等 

⑧街区 ㈱キャッセン大船渡 オープン済み 

・ものづくり施設（㈱バンザイ・ファクトリー）、ワ

イナリー（㈱スリーピークス）が５月１日オープン 

特定業務施設 鎌田水産㈱ オープン済み － 

    

        ③③③③    都市再生推進法人都市再生推進法人都市再生推進法人都市再生推進法人のののの指定指定指定指定    

            ・ 平成 30 年３月 26 日付けで㈱キャッセン大船渡を都市再生推進法人に指定 

・ 平成 31 年度まで以下の業務を試行、知見を蓄積し、平成 32 年度以降の計画立案に活かす 

始期 ㈱キャッセン大船渡が実施する都市再生推進業務 対象エリア 

平成 30 年度 

景観事前協議に係る専門的事務の支援（市委託業務） 地区計画区域 

道路等公共施設の維持、管理 

津波復興拠点区域 

及びその周辺 

まちづくり活動等の情報収集、発信 

まちづくり活動の調査研究、知見の蓄積 

住民等のまちづくり活動への参画の促進 

平成 31 年度 利便増進施設（※）の整備 津波復興拠点区域 

未定 市に対する都市再生整備計画等の提案 大船渡駅周辺地区 

 ※ ベンチ、案内板、植栽等の利便増進に寄与する施設で、具体的な施設は都市再生推進法

人において今後検討 

  ④④④④    その他その他その他その他    

・ 津波復興拠点のまちづくりが第 12 回日本都市計画家協会賞の最高賞「日本まちづくり大

賞」を受賞（受賞団体は㈱キャッセン大船渡） 

・ 平成 29 年 11 月 30 日より地区計画の変更に基づく景観事前協議制度を実施中 

・ 平成 29 年 12 月議会において地区計画の変更に基づく建築条例可決（用途制限） 

・ 毎月第 4 木曜日に、㈱キャッセン大船渡とおおふなと夢商店街協同組合の関係者による連

絡会議を実施中 

   ・ ㈱キャッセン大船渡が、平成 30 年度地域づくり表彰候補団体（全国で８団体）に選定（※） 

     ※創意工夫による優れた自主的活動・広範な地域づくりを通じて地域活性化に顕著な功績があ

った事例を表彰するもの。８月 27 日に審査会プレゼンを実施。県内の既表彰団体数（昭和

59 年度～平成 29 年度）は、国土交通大臣賞５、会長賞４、特別賞０。 

   

【参考：景観事前協議の実績（平成 30 年９月末現在）】 

景観事前協議 

申請件数 

建築物 工作物 屋外広告物 

合計 

平成 29 年度 平成 30 年度 小計 平成 29 年度 平成 30 年度 小計 平成 29 年度 平成 30 年度 小計 

重点区域 3 3 6 0 0 0 0 1 1 7 

一般区域 0 1 1 0 0 0 2 0 2 3 

合計 3 4 7 0 0 0 2 1 3 10 

     ※対象区域及び対象建築物等については、資料６参照 

 

  ⑤⑤⑤⑤    今後の取り組み今後の取り組み今後の取り組み今後の取り組み    

・ 平成 31 年度からのエリアマネジメントの取り組みに関する官民連携まちづくり協議会の

開催    

・ 公共施設（道路、河川等）維持・管理を含めた民間の利活用に関する検討を県土木センタ

ー及び市建設課、㈱キャッセン大船渡と継続実施 

 

    ((((3333))))    防災観光交流センターの運営防災観光交流センターの運営防災観光交流センターの運営防災観光交流センターの運営状況状況状況状況    

        ①①①①    施設供用の開始施設供用の開始施設供用の開始施設供用の開始    

   ・ ４月１日より指定管理者（一般社団法人大船渡市観光物産協会）による施設の管理運用開

始 

・ ４月 29 日から施設１階及び屋上のみオープン 

・ ６月１日から２階部分のオープンに合わせ、貸館業務開始 

・ アドバイザリーボードを設置し、専門家によるサポート体制を構築（９月 21 日に第３回

会議開催） 

・ 防災観光交流センターの愛称募集を９月５日開始（10 月５日まで） 

    

②②②②    課題課題課題課題    

・ 指定管理者による公共施設の管理運営に係る体制や具体的取組等の検証 

    

③③③③    今後の予定今後の予定今後の予定今後の予定    

・ 施設所有者として、アドバイザリーボード委員より助言をいただきつつ、指定管理者によ

る集客事業や災害時の対応等に係る検討を支援 

 





大船渡駅周辺地区土地区画整理事業等大船渡駅周辺地区土地区画整理事業等大船渡駅周辺地区土地区画整理事業等大船渡駅周辺地区土地区画整理事業等 盛土工事進捗状況（平成盛土工事進捗状況（平成盛土工事進捗状況（平成盛土工事進捗状況（平成30303030年９月末日現在）年９月末日現在）年９月末日現在）年９月末日現在）

加茂神社加茂神社加茂神社加茂神社

国道国道国道国道45454545号号号号

※Ｔ.Ｐ.（東京湾平均海面）

全国の標高の基準となる

・・・・18-1街区・茶屋前公園街区・茶屋前公園街区・茶屋前公園街区・茶屋前公園 （西から見る）

T.P+m（盛土厚：m）

計画高：T.P+3.0m

・・・・都市計画道路茶屋前線都市計画道路茶屋前線都市計画道路茶屋前線都市計画道路茶屋前線 （西から見る）

・・・・県道丸森権現堂線北部県道丸森権現堂線北部県道丸森権現堂線北部県道丸森権現堂線北部 （南から見る）

計画

・・・・（仮称）大船渡公園（仮称）大船渡公園（仮称）大船渡公園（仮称）大船渡公園 （南西から見る）

・・・・特殊道路特殊道路特殊道路特殊道路4-5号線号線号線号線 （南から見る）

サン・アンドレス公園サン・アンドレス公園サン・アンドレス公園サン・アンドレス公園

みなと公園みなと公園みなと公園みなと公園

16161616

12121212

34343434

38383838

39393939

７７７７----1111

大船渡公園大船渡公園大船渡公園大船渡公園

大船渡保育園大船渡保育園大船渡保育園大船渡保育園

15151515

64

66

海側

山側

60606060

25252525

26262626

３３３３----1111

31313131

11111111

23232323

51515151

52525252----1111

5555

８８８８

２２２２

21212121

17171717

29292929

54545454

37373737

19191919

6666----2222

6666----1111

24242424

14141414

35353535

13131313

36363636----1111

33333333

((((災害公営住宅災害公営住宅災害公営住宅災害公営住宅))))

４４４４

９９９９

48484848

10101010

27272727

28282828

50505050

１１１１

36363636----2222

30303030

65

・・・・区画道路区画道路区画道路区画道路8.5-2号線号線号線号線 （北から見る）

20202020

ＪＲ大船渡線ＪＲ大船渡線ＪＲ大船渡線ＪＲ大船渡線

42424242

4444１１１１

40404040

4444４４４４

63

47474747

62

津波拠点津波拠点津波拠点津波拠点((((南側南側南側南側))))

32323232

須崎川須崎川須崎川須崎川

61

津波拠点津波拠点津波拠点津波拠点((((北側北側北側北側))))

59

52525252----２２２２

53535353

・・・・特殊道路特殊道路特殊道路特殊道路4-5号線・笹崎公園号線・笹崎公園号線・笹崎公園号線・笹崎公園

（北から見る）

笹崎公園笹崎公園笹崎公園笹崎公園

18181818

茶屋前公園茶屋前公園茶屋前公園茶屋前公園

58

57

資料４資料４資料４資料４----２２２２

土地区画整理事業区域 33.8ha

津波復興拠点整備事業都市計画決定区域 10.4ha

施工済

施工中

撮影方向



㋞ＪＲ施

工として

ＢＲＴ専用

道の整備

土地区画整理事業・土地区画整理事業・土地区画整理事業・土地区画整理事業・津波復興拠点整備事業津波復興拠点整備事業津波復興拠点整備事業津波復興拠点整備事業 工事等実施状況図工事等実施状況図工事等実施状況図工事等実施状況図

：供用済み道路

【道路工事】

㋐都市計画道路茶屋前線工事実施中

㋑区画道路6-19・特4-5号線工事実施中

㋒区画道路6-7・8.5-2号線工事実施中

【造成工事】

Ⓐ大船渡公園造成工事実施中

Ⓑ笹崎公園・52・53街区造成工事実施中

Ⓒ茶屋前公園・17・18-1街区造成工事実施中

【他機関工事】

➀須崎川右岸・左岸改修工事実施中（県施工）

②国道45号拡幅工事（加茂交差点）実施中（国施工）

≪≪≪≪工事等の実施状況工事等の実施状況工事等の実施状況工事等の実施状況≫≫≫≫

【【【【凡凡凡凡 例例例例】】】】

平成平成平成平成30303030年９月末日現在年９月末日現在年９月末日現在年９月末日現在

：道路工事実施中箇所

：造成工事完了箇所

：造成工事実施中箇所

：他機関工事完了箇所

資料４資料４資料４資料４----３３３３

：切り回し道路

ⒶⒶⒶⒶ
➀

㋐㋐㋐㋐

ⒷⒷⒷⒷ

②②②②

㋒㋒㋒㋒

ⒸⒸⒸⒸ

：他機関工事実施中箇所

㋑㋑㋑㋑







 

  

 

 

大船渡駅周辺大船渡駅周辺大船渡駅周辺大船渡駅周辺ののののまちの姿まちの姿まちの姿まちの姿    

土地区画整理事業区域土地区画整理事業区域土地区画整理事業区域土地区画整理事業区域    

津波復興拠点津波復興拠点津波復興拠点津波復興拠点整備事業区域整備事業区域整備事業区域整備事業区域    

ＪＲ大船渡線ＢＲＴＪＲ大船渡線ＢＲＴＪＲ大船渡線ＢＲＴＪＲ大船渡線ＢＲＴ専用道専用道専用道専用道    

 

大船渡湾冷凍水産大船渡湾冷凍水産大船渡湾冷凍水産大船渡湾冷凍水産    

加工業協同組合加工業協同組合加工業協同組合加工業協同組合    

鎌田水産株式会社鎌田水産株式会社鎌田水産株式会社鎌田水産株式会社    

ホテルルートインホテルルートインホテルルートインホテルルートイン    

ホーマック大船渡店ホーマック大船渡店ホーマック大船渡店ホーマック大船渡店    

マイヤ大船渡店マイヤ大船渡店マイヤ大船渡店マイヤ大船渡店    

夢商店街夢商店街夢商店街夢商店街    

災害公営住宅災害公営住宅災害公営住宅災害公営住宅    

野々田アパート野々田アパート野々田アパート野々田アパート    

キャッセン大船渡キャッセン大船渡キャッセン大船渡キャッセン大船渡    

大船渡プラザホテル大船渡プラザホテル大船渡プラザホテル大船渡プラザホテル    

ＪＲＪＲＪＲＪＲ大船渡駅大船渡駅大船渡駅大船渡駅    

大船渡市防災観光交流センター大船渡市防災観光交流センター大船渡市防災観光交流センター大船渡市防災観光交流センター    

かもめテラスかもめテラスかもめテラスかもめテラス    

至陸前高田至陸前高田至陸前高田至陸前高田    

至釜石至釜石至釜石至釜石    

薬王堂薬王堂薬王堂薬王堂    

大船渡茶屋前店大船渡茶屋前店大船渡茶屋前店大船渡茶屋前店    

平成平成平成平成 30303030 年年年年８８８８月月月月 19191919 日日日日撮影撮影撮影撮影    

東急・東急・東急・東急・東洋・植木・日本測地・ＣＰＣ東洋・植木・日本測地・ＣＰＣ東洋・植木・日本測地・ＣＰＣ東洋・植木・日本測地・ＣＰＣ    

大船渡市大船渡駅周辺地区震災復興ＪＶ大船渡市大船渡駅周辺地区震災復興ＪＶ大船渡市大船渡駅周辺地区震災復興ＪＶ大船渡市大船渡駅周辺地区震災復興ＪＶ    

バンザイファクトリーバンザイファクトリーバンザイファクトリーバンザイファクトリー    

スリーピークススリーピークススリーピークススリーピークス    

（仮称）大船渡公園（仮称）大船渡公園（仮称）大船渡公園（仮称）大船渡公園    

（工事中）（工事中）（工事中）（工事中）    

みなと公園みなと公園みなと公園みなと公園    

（建設予定地）（建設予定地）（建設予定地）（建設予定地）    

資料４-６ 



大船渡駅周辺地区の整備状況（Ｈ大船渡駅周辺地区の整備状況（Ｈ大船渡駅周辺地区の整備状況（Ｈ大船渡駅周辺地区の整備状況（Ｈ30.9.30現在）現在）現在）現在）
資料４-７

山側山側山側山側

（居住地区）（居住地区）（居住地区）（居住地区）

海側海側海側海側

（商業・業務・産業地区）（商業・業務・産業地区）（商業・業務・産業地区）（商業・業務・産業地区）

加茂神社加茂神社加茂神社加茂神社

国道４５号国道４５号国道４５号国道４５号

須崎川須崎川須崎川須崎川

ＪＲ大船渡線ＪＲ大船渡線ＪＲ大船渡線ＪＲ大船渡線

災害公営住宅災害公営住宅災害公営住宅災害公営住宅

（５０戸）（５０戸）（５０戸）（５０戸）

笹崎公園笹崎公園笹崎公園笹崎公園

茶屋前公園茶屋前公園茶屋前公園茶屋前公園

大船渡保育園大船渡保育園大船渡保育園大船渡保育園

桜並木・桜並木・桜並木・桜並木・

親水親水親水親水護岸護岸護岸護岸

多目的広場多目的広場多目的広場多目的広場

至・釜石市至・釜石市至・釜石市至・釜石市

至・陸前高田市至・陸前高田市至・陸前高田市至・陸前高田市

サン・アンドレスサン・アンドレスサン・アンドレスサン・アンドレス

公園公園公園公園

県道丸森権現堂線県道丸森権現堂線県道丸森権現堂線県道丸森権現堂線

緑地緑地緑地緑地

（仮称）（仮称）（仮称）（仮称）

大船渡大船渡大船渡大船渡公園公園公園公園

みなと公園みなと公園みなと公園みなと公園

（海を眺める丘）（海を眺める丘）（海を眺める丘）（海を眺める丘）

大船渡湾大船渡湾大船渡湾大船渡湾

⑥⑥⑥⑥

⑤⑤⑤⑤

④④④④ ③③③③

②②②②

⑦⑦⑦⑦

⑧⑧⑧⑧

⑥⑥⑥⑥----２２２２

特定業務特定業務特定業務特定業務

施設施設施設施設

土地区画整理区域土地区画整理区域土地区画整理区域土地区画整理区域 33.8ha33.8ha33.8ha33.8ha

津波復興拠点地区津波復興拠点地区津波復興拠点地区津波復興拠点地区 10.4ha10.4ha10.4ha10.4ha

キャッセン大船渡エリアキャッセン大船渡エリアキャッセン大船渡エリアキャッセン大船渡エリア 9.9ha9.9ha9.9ha9.9ha

JRJRJRJR大船渡駅大船渡駅大船渡駅大船渡駅

大船渡市大船渡市大船渡市大船渡市

防災観光交流センター防災観光交流センター防災観光交流センター防災観光交流センター

街区街区街区街区 街区名称街区名称街区名称街区名称 街区の考え方街区の考え方街区の考え方街区の考え方 施設の概要施設の概要施設の概要施設の概要 オープン時期オープン時期オープン時期オープン時期 借地人（予定借地人）借地人（予定借地人）借地人（予定借地人）借地人（予定借地人） 店舗数店舗数店舗数店舗数

ＪＲ大船渡

駅前

キャッセン・

ターミナル （大船渡市防災観光交流センター）

大船渡駅周辺地区のヒト・モノ・コトの発着

場所

・一時避難場所

・観光交流スペース、多目的スペース、会議室 等

オープン済 ※市整備施設 －

①
キャッセン・

ファクトリー

菓子販売や菓子づくり体験、見学もできる

ファクトリーショップ

・飲食、物販

・交流スペース

オープン済 さいとう製菓㈱ １

②
キャッセン・

フードヴィレッジ

地元客や船員たちが憩う大船渡の飲食店

文化を、来街者に感じてもらえる場

・飲食、サービス

・ライブハウス

オープン済 ㈱キャッセン大船渡 12

③
キャッセン・

ステイ

他街区と連携し、「食べる」「過ごす」快適な

休息・滞在空間を提供する場

・ホテル

・飲食、宴会場

オープン済 ㈱サクラダ １

④
キャッセン・

ドリームプラザ

大船渡の味やコミュニティ文化を、来街者

にも感じてもらえる場

・飲食、物販、サービス オープン済

おおふなと夢商店街

協同組合

18

⑤
キャッセン・

モール＆パティオ

異業種交流により地域の課題やニーズに

対応した新ビジネスが創出される場

・飲食、物販、サービス

・フューチャーセンター

オープン済 ㈱キャッセン大船渡 18

⑥
キャッセン・

大船渡ショッピングセンター

日常的な大規模集客を促し、他街区への

人の流れを創出する場

・スーパーマーケット、ホームセンター

・飲食、物販、コンビニ

オープン済 大船渡再開発㈱ ８

⑦
キャッセン・

ピア

海を活用し、地元とソトが交わり、交流文化

が育まれる波止場（ピア）

※企業誘致等も想定し、検討中 調整中 （㈱キャッセン大船渡）

⑧
キャッセン・

クリエイティブファーム

公園と海に囲まれた、新たなヒト・モノ・コト

が育まれる場

・ものづくり施設、ワイナリー

・物販

オープン済 ㈱キャッセン大船渡 ２

特定業務施設 地区の産業の復興を先導する街区

・水産加工場

・飲食、物販

オープン済 ２

大船渡公園

キャッセン・

パーク

⑦⑧街区と連動し、スポーツやイベントなど、

憩いと賑わいを創出する空間と、海を眺め

る緑豊かな憩いの空間

・芝生広場、ＢＢＱ広場 等 平成30年度完成予定 ※市整備施設

－

みなと公園 ・海を眺める丘 等 平成31年度完成予定 ※県整備施設


