
大船渡駅周辺地区大船渡駅周辺地区大船渡駅周辺地区大船渡駅周辺地区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等等等等の進捗状況についての進捗状況についての進捗状況についての進捗状況について    

 被災した大船渡駅周辺地区において、安全・安心な住宅地の整備と商業・業務機能など

の再集積を図るため、土地区画整理事業などによる復興まちづくりを進めています。 

 これまでの主な取り組みや現在の進捗状況などは次のとおりです。 

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    

    ⑴⑴⑴⑴    仮換地案の調整仮換地案の調整仮換地案の調整仮換地案の調整状況状況状況状況（平成（平成（平成（平成 28282828 年年年年 12121212 月月月月 33331111 日現在）日現在）日現在）日現在）    

        ①①①①    意見書へ意見書へ意見書へ意見書へのののの対応対応対応対応状況状況状況状況    

   ・ 仮換地案への意見書提出者に対し、見直し案の提示や事業の必要性の説明によ

り理解を求めてきた。 

区分 ９月末 12 月末 

概ね了承を得られた 49 51 

未だ了承を得られていない  2  0 

合計 51 51 

        ②②②②    仮換地指定状況仮換地指定状況仮換地指定状況仮換地指定状況（平成（平成（平成（平成 22228888 年年年年 12121212 月月月月 22226666 日効力発生分まで）日効力発生分まで）日効力発生分まで）日効力発生分まで）    

   ・ 移転建物などの補償協議が整ったところや、意見書に係る仮換地の合意に達し

たところの指定を進めている。 

区分 時期 地権者（人） 筆数（筆） 地積（㎡） 仮換地指定率（％） 

第１～27 回 ９月末 497 595 195,390.02 90.5 

第１～31 回 12 月末 514 617 205,689.48 95.2 

残り －  10  28  10,265.82  4.8 

全体 － 524 645 215,955.30 100 

        ③③③③    仮換地の使用収益開始状況（平成仮換地の使用収益開始状況（平成仮換地の使用収益開始状況（平成仮換地の使用収益開始状況（平成 28282828 年年年年 11111111 月月月月 33330000 日効力発生分まで）日効力発生分まで）日効力発生分まで）日効力発生分まで）    

   ・ 仮換地指定後に宅地造成などの工事が完了したところについて、使用収益開始

を進めている。 

区分 時期 地権者（人） 筆数（筆） 地積（㎡） 使用 収益 開始 率（％） 

第１回 ８月末  13  18   8,506.82  3.9 

第１～２回 11 月末  34  44  21,850.28 10.1 

残り － 490 601 194,105.02 89.9 

全体 － 524 645 215,955.30 100 

   ※使用収益開始＝仮換地が利用可能な状態になること 

        ④④④④    土地区画整理土地区画整理土地区画整理土地区画整理審議会及び審議会及び審議会及び審議会及び今後の今後の今後の今後のスケジュールスケジュールスケジュールスケジュール等等等等    

   ・ 仮換地指定に伴う土地区画整理審議会の開催（平成 28 年度３回開催） 

    → 今後も、地権者から同意を得た画地について審議会に諮問する。 

   ・ 仮換地情報の提供 → 閲覧者 34 人 

    ⑵⑵⑵⑵    工事工事工事工事等等等等の実施状況の実施状況の実施状況の実施状況（平成（平成（平成（平成 28282828 年年年年 12121212 月月月月 33331111 日現在）日現在）日現在）日現在）    

        ①①①①    造成スケジュール造成スケジュール造成スケジュール造成スケジュール    

   ・ 盛土工事進捗状況 別紙資料５－１参照 

   ・ 工事等の実施状況 別紙資料５－２参照 

        ②②②②    起工承諾の状況起工承諾の状況起工承諾の状況起工承諾の状況    

   ・ 平成 28 年 12 月 31 日現在取得状況 → 555 筆・138,831.95 ㎡ 

    ⑶⑶⑶⑶    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 22228888 年年年年 12121212 月月月月 33331111 日現在）日現在）日現在）日現在）    

区分 建物移転 借家人 工作物 地代その他 合計 

平成 28 年度補償対象件数 15 27  4 33 79 

契約済件数 12 25  2 32 71 

    ⑷⑷⑷⑷    建築工事着手状況建築工事着手状況建築工事着手状況建築工事着手状況（平成（平成（平成（平成 28282828 年年年年 12121212 月月月月 33331111 日現在）日現在）日現在）日現在）    

   ・ 大船渡駅周辺地区における建築工事着手状況 別紙資料５－３参照 

 

 

    ⑸⑸⑸⑸    事業計画事業計画事業計画事業計画の変更の変更の変更の変更（第３回・第４回変更）（第３回・第４回変更）（第３回・第４回変更）（第３回・第４回変更）    

        ①①①①    第３回変更第３回変更第３回変更第３回変更    

   ・ 換地設計による街区形状の調整や国土交通省などとの協議・調整による設計図

の変更（平成28年10月12日決定） 

        ②②②②    第４回変更第４回変更第４回変更第４回変更    

   ・ 物価高騰や工事の進捗による実施設計・現場精査、補償物件調査の実績反映、

事業実施体制の見直しなどによる資金計画の変更（平成28年12月15日決定） 

２．津波復興拠点整備事業の進捗状況２．津波復興拠点整備事業の進捗状況２．津波復興拠点整備事業の進捗状況２．津波復興拠点整備事業の進捗状況    

    ⑴⑴⑴⑴    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    

        ①①①①    進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況等等等等    

   ・ 先行地区は、公共施設工事（道路、交通広場、下水道）が完了（新県道への接

続部を除く） 

   ・ 第1期まちびらきの開催、ＢＲＴの専用道での運行開始（平成28年3月13日） 

   ・ ③街区及び④街区、⑥街区については造成工事完了 

   ・ ②街区はＮＴＴケーブル仮移設箇所、⑤街区は河川側の一部をそれぞれ除いて

引渡し済 

 ⑵⑵⑵⑵    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    

        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） 

   ・ 取締役会において、新代表取締役に田村滿氏が就任（平成28年3月7日） 

   ・ 株主総会で高副市長が取締役に選任（平成 28 年 7 月 20 日） 

        ②②②②    まちなか再生計画策定と津波立地補助金まちなか再生計画策定と津波立地補助金まちなか再生計画策定と津波立地補助金まちなか再生計画策定と津波立地補助金及びグループ補助金及びグループ補助金及びグループ補助金及びグループ補助金申請申請申請申請    

   ・ まちなか再生計画の認定（平成28年2月9日） 

   ・ ⑤街区の施設整備に係る津波立地補助金採択（平成28年3月17日） 

   ・ ②街区の施設整備に係る津波立地補助金採択（平成28年5月10日） 

   ・ ④街区の施設整備等に係るグループ補助金採択（平成 28 年 8 月 31 日） 

        ③③③③    商業施設整備の検討状況商業施設整備の検討状況商業施設整備の検討状況商業施設整備の検討状況    別紙資料５－４参照 

・ ③街区の大船渡プラザホテル(㈱サクラダ)がオープン（平成28年3月12日） 

・ ⑥街区の大船渡再開発㈱で整備する各商業施設がオープン（ＤＣＭホーマック

（4月 21日）、マイヤ・眼鏡市場・クリーニングママ号・ファッションアイ（6月 2

日）、幸楽苑（6 月 27 日）） 

・ ④街区のおおふなと夢商店街（協組）については、商業施設の建設工事に着手

済（10 月 3 日に安全祈願祭を実施） 

・ ②街区及び⑤街区の㈱キャッセン大船渡については、商業施設の建設工事に着

手済（11 月 7 日に安全祈願祭を実施） 

・ ①街区のさいとう製菓㈱については、今年度末の施設の建設工事の着手を予定

していることから、土地使用貸借契約を締結（平成 28 年 12 月 9 日） 

⑶⑶⑶⑶    行政施設（津波防災拠点施設・津波復興拠点支援施設）の整備行政施設（津波防災拠点施設・津波復興拠点支援施設）の整備行政施設（津波防災拠点施設・津波復興拠点支援施設）の整備行政施設（津波防災拠点施設・津波復興拠点支援施設）の整備    

        ①①①①    建設工事発注業務建設工事発注業務建設工事発注業務建設工事発注業務    

            ・ 平成28年10月28日開催の市議会第6回臨時会での議決を経て、ＵＲ都市機構と

行政施設の建設工事及び施工管理等の委託契約を締結 

    ■大船渡地区津波復興拠点整備事業 津波防災拠点施設等工事他業務 

     【委託期間】契約締結の日から平成30年3月20日まで 

     【委託金額】1,988,820,000円 

     【委託内容】建設工事・施工管理・設計監理業務一式、関係機関等との協議等 
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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 盛土工事進捗状況盛土工事進捗状況盛土工事進捗状況盛土工事進捗状況 （平成（平成（平成（平成28年年年年12月月月月31日現在）日現在）日現在）日現在）
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・・・・51街区街区街区街区 （西から見る）

・・・・14街区街区街区街区 （北から見る）

・・・・17街区街区街区街区 （南から見る）
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㋞ＪＲ施

工として

ＢＲＴ専用

道の整備

㋐㋐㋐㋐

土地区画整理事業・津波復興拠点整備事業 工事等実施状況図

：既設構造物等撤去工事

：須崎川改修（橋梁）工事（実施中）

：水路工事：道路工事

【道路工事等】

㋐道路かさ上げ、撤去工事等実施中

㋑区画道路と都市計画道路（①～⑥）工事実施中

㋒よう壁工事実施中（個人宅）

㋓既設構造物等撤去実施中（個人宅）

㋔法面整形、よう壁工事とフェンス再設置実施中（個人宅）

【他機関工事】

㋕県施工として須崎川右岸・左岸改修工事実施中

：水道工事

≪≪≪≪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28282828年年年年12121212月月月月31313131日現在日現在日現在日現在

㋕㋕㋕㋕

：供用済み道路

：造成工事完了箇所

：切り回し道路

：造成工事実施中箇所

②②②②

③③③③

㋒㋒㋒㋒ ㋓㋓㋓㋓

㋔㋔㋔㋔

㋑㋑㋑㋑

⑤⑤⑤⑤

㋑㋑㋑㋑

①①①①

：須崎川改修（橋梁）工事（完了）

㋑㋑㋑㋑

アパート上屋除去完了（アパート上屋除去完了（アパート上屋除去完了（アパート上屋除去完了（H28.12.20））））

㋐㋐㋐㋐

㋐㋐㋐㋐

㋑㋑㋑㋑

㋕㋕㋕㋕

④④④④

NO.NO.NO.NO. 道路名称道路名称道路名称道路名称 内容内容内容内容

①①①① 特4-3号線特4-3号線特4-3号線特4-3号線 JR横断協議実施中JR横断協議実施中JR横断協議実施中JR横断協議実施中

②②②② 区9.5-2号線区9.5-2号線区9.5-2号線区9.5-2号線 L型側溝、路床、路盤工実施中L型側溝、路床、路盤工実施中L型側溝、路床、路盤工実施中L型側溝、路床、路盤工実施中

③③③③ 区6-2号線区6-2号線区6-2号線区6-2号線 側溝工実施中側溝工実施中側溝工実施中側溝工実施中

④④④④ 特4-7号線特4-7号線特4-7号線特4-7号線 側溝工実施中側溝工実施中側溝工実施中側溝工実施中

⑤⑤⑤⑤ 区5.5-2号線区5.5-2号線区5.5-2号線区5.5-2号線 地先境界ブロック地先境界ブロック地先境界ブロック地先境界ブロック

⑥⑥⑥⑥ 都市計画道路 明神前普金線都市計画道路 明神前普金線都市計画道路 明神前普金線都市計画道路 明神前普金線 L型側溝、路床、路盤工実施中L型側溝、路床、路盤工実施中L型側溝、路床、路盤工実施中L型側溝、路床、路盤工実施中

資料５－２資料５－２資料５－２資料５－２
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※１　部分供用時期とは、既設道路の切り回し工事等により、使用できない一部を除いた部分供用ができる時期。

出店予定者は17事業者。平成28年3月17日付で津波立地補助金の採択。平成28年9月20日付で土地使用

貸借契約を締結。商業施設の建設工事に着手済（安全祈願祭を11月7日に実施）。

⑦ ㈱キャッセン大船渡 平成28年9月 平成29年6月

⑧ ㈱キャッセン大船渡 平成29年6月

⑤ ㈱キャッセン大船渡 平成28年2月 平成28年8月

㈱キャッセン大船渡と市で活用を検討中。

街区

㈱キャッセン大船渡と市で活用を検討中。

現在の状況

出店予定者は12事業者。平成28年5月10日付で津波立地補助金の採択。平成28年9月20日付で土地使用

貸借契約を締結。商業施設の建設工事に着手済（安全祈願祭を11月7日に実施）。

出店予定者は27事業者。平成28年8月31日付でグループ補助金の採択。平成28年10月3日付で土地使用

貸借契約を締結。商業施設の建設工事に着手済（安全祈願祭を10月3日に実施）。

ＤＣＭホーマック大船渡店（平成28年4月21日）、マイヤ大船渡店及び眼鏡市場、クリーニングママ号、ファッ

ションアイ（6月2日）、幸楽苑（6月27日）がオープン。

平成28年2月

平成27年6月

平成27年9月

大船渡再開発㈱

【（仮称）㈱マイヤ復興グループ】

⑥

施設の建設に向けて実施設計中。平成28年12月9日付で土地使用貸借契約を締結。① さいとう製菓㈱ 平成29年3月

② ㈱キャッセン大船渡 平成28年8月

④ おおふなと夢商店街（協組）

全体供用時期部分供用時期 ※１予定借地人等

■各街区の建築開始可能時期（平成28年12月31日現在）

大船渡プラザホテルがオープン。（平成28年3月12日）平成28年1月

平成26年4月

平成27年2月

㈱サクラダ③

平成26年4月 平成28年8月

茶屋前茶屋前茶屋前茶屋前

公園公園公園公園

笹崎笹崎笹崎笹崎

公園公園公園公園

区画整理区域 33.8ha

津波復興拠点区域 10.4ha

キャッセン大船渡エリア 9.9ha

JRJRJRJR大船渡駅大船渡駅大船渡駅大船渡駅

津波防災拠点施設・津波防災拠点施設・津波防災拠点施設・津波防災拠点施設・

津波復興拠点支援施設津波復興拠点支援施設津波復興拠点支援施設津波復興拠点支援施設

加茂神社加茂神社加茂神社加茂神社

大船渡保育園大船渡保育園大船渡保育園大船渡保育園

大船渡湾大船渡湾大船渡湾大船渡湾

国道国道国道国道45454545号号号号

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

特定業務特定業務特定業務特定業務

施設施設施設施設

⑥⑥⑥⑥

④④④④

⑦⑦⑦⑦

①①①①

②②②②⑤⑤⑤⑤

③③③③

⑧⑧⑧⑧

⑥－２⑥－２⑥－２⑥－２

災害公営住宅災害公営住宅災害公営住宅災害公営住宅

（（（（50505050戸）戸）戸）戸）

須崎川須崎川須崎川須崎川

JRJRJRJR大船渡線大船渡線大船渡線大船渡線

大船渡公園大船渡公園大船渡公園大船渡公園

至・下船渡至・下船渡至・下船渡至・下船渡

緑地緑地緑地緑地

みなと公園みなと公園みなと公園みなと公園

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

野

々

田

明

神

前

線

野

々

田

明

神

前

線

野

々

田

明

神

前

線

野

々

田

明

神

前

線

至・盛至・盛至・盛至・盛

海側海側海側海側

（（（（商業商業商業商業・・・・業務業務業務業務・・・・産業地区産業地区産業地区産業地区））））

山側山側山側山側

（（（（居住居住居住居住地区）地区）地区）地区）

多目的広場多目的広場多目的広場多目的広場

桜並木と桜並木と桜並木と桜並木と

親水広場親水広場親水広場親水広場

大船渡駅周辺地区の整備状況について 資料５－４


