
■大船渡市復興計画事業（主要事業）スケジュール（事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールなどは、変更になる場合があります。）

　※ 　　　　は、前回作成時（平成26年6月30日現在）以後における変更箇所。 （平成26年9月30日現在）

都市計画決定・事業計画策定

測量 道路等設計・換地設計等 仮換地手続き （仮換地指定時期を再調整しました）

移転・補償・造成工事（●仮換地手続きの進捗により段階的に実施）

　　　　　　　　　　　　　　●造成工事の進捗により段階的に建物建設

用地取得

都市計画決定・事業計画策定・調査設計

 基本設計 詳細設計 ●建設

●道路・交通広場工事（工程を再調整しました）

●段階的に民間による商業施設等の建設（工程を再調整しました）

盛土造成工事（●土地区画整理事業により段階的に実施）

●段階的に民間による商業施設等の建設

その他地区 導入地区検討・事業計画策定

小細浦地区（末崎町）：8戸小細浦地区（末崎町）：8戸小細浦地区（末崎町）：8戸小細浦地区（末崎町）：8戸 事業計画作成／測量・調査設計事業計画作成／測量・調査設計事業計画作成／測量・調査設計事業計画作成／測量・調査設計 住宅敷地造成工事住宅敷地造成工事住宅敷地造成工事住宅敷地造成工事（（（（●●●●完了）完了）完了）完了） ●●●●住宅建設住宅建設住宅建設住宅建設

門之浜地区（末崎町）：13戸門之浜地区（末崎町）：13戸門之浜地区（末崎町）：13戸門之浜地区（末崎町）：13戸 事業計画作成／測量・調査設計事業計画作成／測量・調査設計事業計画作成／測量・調査設計事業計画作成／測量・調査設計 住宅敷地造成工事住宅敷地造成工事住宅敷地造成工事住宅敷地造成工事（（（（●●●●完了）完了）完了）完了） ●●●●住宅建設住宅建設住宅建設住宅建設

佐野地区（赤崎町）：5戸佐野地区（赤崎町）：5戸佐野地区（赤崎町）：5戸佐野地区（赤崎町）：5戸 事業計画作成／測量・調査設計事業計画作成／測量・調査設計事業計画作成／測量・調査設計事業計画作成／測量・調査設計 （（（（●●●●完了）完了）完了）完了）→→→→ ●●●●住宅建設住宅建設住宅建設住宅建設

清水地区（赤崎町）：6戸清水地区（赤崎町）：6戸清水地区（赤崎町）：6戸清水地区（赤崎町）：6戸 事業計画作成／測量・調査設計事業計画作成／測量・調査設計事業計画作成／測量・調査設計事業計画作成／測量・調査設計 ●●●●住宅建設住宅建設住宅建設住宅建設

田浜地区（三陸町綾里）：12戸田浜地区（三陸町綾里）：12戸田浜地区（三陸町綾里）：12戸田浜地区（三陸町綾里）：12戸 事業計画作成／測量・調査設計事業計画作成／測量・調査設計事業計画作成／測量・調査設計事業計画作成／測量・調査設計 住宅敷地造成工事住宅敷地造成工事住宅敷地造成工事住宅敷地造成工事（（（（●●●●完了）完了）完了）完了） ●●●●住宅建設住宅建設住宅建設住宅建設

港・岩崎地区（三陸町綾里）：23戸港・岩崎地区（三陸町綾里）：23戸港・岩崎地区（三陸町綾里）：23戸港・岩崎地区（三陸町綾里）：23戸 事業計画作成／測量・調査設計事業計画作成／測量・調査設計事業計画作成／測量・調査設計事業計画作成／測量・調査設計 住宅敷地造成工事住宅敷地造成工事住宅敷地造成工事住宅敷地造成工事（（（（●●●●完了）完了）完了）完了） ●●●●住宅建設住宅建設住宅建設住宅建設

泊地区（三陸町越喜来）：13戸泊地区（三陸町越喜来）：13戸泊地区（三陸町越喜来）：13戸泊地区（三陸町越喜来）：13戸 事業計画作成／測量・調査設計事業計画作成／測量・調査設計事業計画作成／測量・調査設計事業計画作成／測量・調査設計 住宅敷地造成工事住宅敷地造成工事住宅敷地造成工事住宅敷地造成工事（（（（●●●●完了）完了）完了）完了） ●●●●住宅建設住宅建設住宅建設住宅建設

大船渡地区（大船渡町）：18戸 事業計画作成／測量・調査設計 住宅敷地造成工事 ●住宅建設

峰岸地区（末崎町）：21戸 事業計画作成／測量・調査設計／埋蔵文化財調査 住宅敷地造成工事（着手済） ●住宅建設

神坂地区（末崎町）：9戸 事業計画作成／測量・調査設計 住宅敷地造成工事(着手済） ●住宅建設

細浦地区（末崎町）：13戸 事業計画作成／測量・調査設計 住宅敷地造成工事（着手済） ●住宅建設

小河原地区（末崎町）：41戸 事業計画作成／測量・調査設計 住宅敷地造成工事（着手済） ●住宅建設

梅神地区（末崎町）：13戸 事業計画作成／測量・調査設計 住宅敷地造成工事（着手済） ●住宅建設

泊里地区（末崎町）：17戸 事業計画作成／測量・調査設計 住宅敷地造成工事(着手済） ●住宅建設

中赤崎地区（赤崎町）：63戸 事業計画作成／測量・調査設計 住宅敷地造成工事（着手済） ●住宅建設

永浜地区（赤崎町）：29戸 事業計画作成／測量・調査設計 住宅敷地造成工事（着手済） ●住宅建設

蛸ノ浦地区（赤崎町）：16戸 事業計画作成／測量・調査設計 住宅敷地造成工事（着手済） ●住宅建設

浦浜南地区（三陸町越喜来）：11戸 事業計画作成／測量・調査設計 ●住宅建設

浦浜仲・西地区（三陸町越喜来）：10戸 事業計画作成／測量・調査設計 住宅敷地造成工事(着手済) ●住宅建設

浦浜東・甫嶺地区（三陸町越喜来）：9戸 事業計画作成／測量・調査設計／埋蔵文化財調査 ●住宅建設

崎浜地区（三陸町越喜来）：21戸 事業計画作成／測量・調査設計／埋蔵文化財調査 住宅敷地造成工事（着手済） ●住宅建設

第二次

仮換地

指定

住宅敷地造成工事（着手済）

住宅敷地造成工事（着手済）

第一次

仮換地

指定

第三次

仮換地

指定

津波復興拠点整備事業

市

事 業 概 要

4～6月 10～12月 1～3月

拡大地区用地取得

平成

29年度

以降

平成

28年度
10～12月4～6月 7～9月

平成25年度 平成26年度

7～9月7～9月 10～12月

平成27年度

事　　業　　名

平成24年度

10～12月

土地区画整理事業

事業

主体

土地の区画を整えながら、宅地造

成などによる新たな住環境の整備

防災集団移転促進事業

居住に適当でないと認められる区

域内にある住居の集団移転の促

進

※すべての防災集団移転促進事

業実施予定地区において、事業実

施に係る国土交通大臣の同意を

得ています。（371戸）

（工程を再調整しました）

市

4～6月

既往最大津波に対しても都市機能

を維持するための拠点市街地整

備

大船渡地区周辺（大船渡町：7.7ha）

　　土地区画整理事業区域外の先行地区2.3ha

　　 土地区画整理事業区域と重複する拡大地区5.4ha

1～3月 1～3月 4～6月 1～3月

事　業　箇　所

※工事等が終了している箇所については網かけをしています。

大船渡駅周辺（大船渡町：33.8ha）

7～9月

先行地区

用地取得

盛土造成工事

（●完了）

市

住宅敷地造成工事住宅敷地造成工事住宅敷地造成工事住宅敷地造成工事

住宅敷地造成工事（●住宅敷地造成工事（●住宅敷地造成工事（●住宅敷地造成工事（●完了完了完了完了））））

津波復興拠点施設津波復興拠点施設津波復興拠点施設津波防災拠点施設津波復興拠点施設津波復興拠点施設津波復興拠点施設津波防災拠点施設
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　※ 　　　　は、前回作成時（平成26年6月30日現在）以後における変更箇所。 （平成26年9月30日現在）

事 業 概 要

4～6月 10～12月 1～3月

平成

29年度

以降

平成

28年度
10～12月4～6月 7～9月

平成25年度 平成26年度

7～9月7～9月 10～12月

平成27年度

事　　業　　名

平成24年度

10～12月

事業

主体
4～6月1～3月 1～3月 4～6月 1～3月

事　業　箇　所

※工事等が終了している箇所については網かけをしています。

7～9月

みどり町（盛町）：147戸 測量・調査設計 建築工事 ●入居

下舘下（盛町）：58戸 測量・調査設計 建築工事 ●入居

上平（大船渡町）：65戸 測量・調査設計 建築工事 ●入居

平林②（末崎町）：55戸 測量・調査設計 建築工事 ●入居

沢田（赤崎町）：20戸 測量・調査設計 建築工事 ●入居

長谷堂（猪川町）：53戸 測量・調査設計 建築工事 ●入居

下欠（立根町）：33戸 測量・調査設計 建築工事 ●入居

関谷（立根町）：50戸 測量・調査設計 建築工事 ●入居

清水（三陸町綾里）：30戸 測量・調査設計 建築工事 ●入居

盛中央（盛町）：44戸盛中央（盛町）：44戸盛中央（盛町）：44戸盛中央（盛町）：44戸 改修工事 ●●●●入居済（随時募集中）入居済（随時募集中）入居済（随時募集中）入居済（随時募集中）

宇津野沢（盛町）：20戸宇津野沢（盛町）：20戸宇津野沢（盛町）：20戸宇津野沢（盛町）：20戸 測量・調査設計 建築工事 ●●●●入居済入居済入居済入居済

田中東①(明神前①)（大船渡町）：12戸田中東①(明神前①)（大船渡町）：12戸田中東①(明神前①)（大船渡町）：12戸田中東①(明神前①)（大船渡町）：12戸 設計 建築工事 ●●●●入居済入居済入居済入居済

田中東②(明神前②)（大船渡町）：7戸田中東②(明神前②)（大船渡町）：7戸田中東②(明神前②)（大船渡町）：7戸田中東②(明神前②)（大船渡町）：7戸 測量・調査設計 建築工事 ●●●●入居済入居済入居済入居済

赤沢（大船渡町）：23戸赤沢（大船渡町）：23戸赤沢（大船渡町）：23戸赤沢（大船渡町）：23戸 測量・調査設計 建築工事 ●●●●入居済入居済入居済入居済

上山東（大船渡町）：11戸上山東（大船渡町）：11戸上山東（大船渡町）：11戸上山東（大船渡町）：11戸 測量・調査設計 建築工事 ●●●●入居済入居済入居済入居済

平林①（末崎町）：11戸平林①（末崎町）：11戸平林①（末崎町）：11戸平林①（末崎町）：11戸 測量・調査設計 建築工事 ●●●●入居済入居済入居済入居済

川原（大船渡町）：29戸 測量・調査設計 建築工事 ●入居

土地区画整理地区（大船渡町）：50戸 測量・調査設計 建築工事 ●入居

泊里（末崎町）：6戸 測量・調査設計 敷地造成工事 建築工事 ●入居

大洞（赤崎町）：9戸 測量・調査設計 建築工事 ●入居

後ノ入（赤崎町）：4戸 測量・調査設計 建築工事 ●入居

山口（赤崎町）：13戸 測量・調査設計 建築工事 ●入居

蛸ノ浦(赤崎町）：14戸 測量・調査設計 敷地造成工事 建築工事 ●入居

所通（三陸町越喜来）：20戸 測量・調査設計 建築工事 ●入居

杉下（三陸町越喜来）：9戸 測量・調査設計 建築工事 ●入居

崎浜（三陸町越喜来）：8戸 測量・調査設計 敷地造成工事 建築工事 ●入居

北笹崎公民館（大船渡町）北笹崎公民館（大船渡町）北笹崎公民館（大船渡町）北笹崎公民館（大船渡町） 設計設計設計設計 工事工事工事工事 ●●●●使用開始済使用開始済使用開始済使用開始済

平地域公民館（大船渡町）平地域公民館（大船渡町）平地域公民館（大船渡町）平地域公民館（大船渡町） 工事工事工事工事 ●●●●使用開始済使用開始済使用開始済使用開始済

神坂地域公民館（末崎町）神坂地域公民館（末崎町）神坂地域公民館（末崎町）神坂地域公民館（末崎町） 工事工事工事工事 ●●●●使用開始済使用開始済使用開始済使用開始済

小細浦地域公民館（末崎町）小細浦地域公民館（末崎町）小細浦地域公民館（末崎町）小細浦地域公民館（末崎町） 設計設計設計設計 工事工事工事工事 ●●●●使用開始済使用開始済使用開始済使用開始済

港地域公民館（三陸町綾里）港地域公民館（三陸町綾里）港地域公民館（三陸町綾里）港地域公民館（三陸町綾里） 工事工事工事工事 ●●●●使用開始済使用開始済使用開始済使用開始済

岩崎地域公民館（三陸町綾里）岩崎地域公民館（三陸町綾里）岩崎地域公民館（三陸町綾里）岩崎地域公民館（三陸町綾里） 設計設計設計設計 工事工事工事工事 ●●●●使用開始済使用開始済使用開始済使用開始済

石浜多目的集会施設（三陸町綾里）石浜多目的集会施設（三陸町綾里）石浜多目的集会施設（三陸町綾里）石浜多目的集会施設（三陸町綾里） 工事工事工事工事●●●●使用開始済使用開始済使用開始済使用開始済

浦浜西区公民館（三陸町越喜来）浦浜西区公民館（三陸町越喜来）浦浜西区公民館（三陸町越喜来）浦浜西区公民館（三陸町越喜来） 工事●工事●工事●工事●使用開始済使用開始済使用開始済使用開始済

泊地域公民館（三陸町越喜来）泊地域公民館（三陸町越喜来）泊地域公民館（三陸町越喜来）泊地域公民館（三陸町越喜来） 工事工事工事工事 ●●●●使用開始済使用開始済使用開始済使用開始済

清水地域公民館（赤崎町） 設計 工事 ●使用開始

門之浜地域公民館（末崎町） 工事 ●使用開始

細浦地域公民館（末崎町） 工事 ●使用開始

西舘地域公民館（末崎町） 工事 ●使用開始

その他地域公民館 設計 工事 ※完成次第使用開始

市内（被災建物）市内（被災建物）市内（被災建物）市内（被災建物） 建物解体建物解体建物解体建物解体 ●●●●終了終了終了終了

市内（ガレキ仮置場）市内（ガレキ仮置場）市内（ガレキ仮置場）市内（ガレキ仮置場） 分別作業分別作業分別作業分別作業 ●●●●終了終了終了終了

太平洋セメント・二次選別所等太平洋セメント・二次選別所等太平洋セメント・二次選別所等太平洋セメント・二次選別所等 焼却、再利用等の処理 （魚網等搬出） ●●●●終了終了終了終了

敷地造成工事

地　域

公民館

市

地域公民館整備支援事業

災害公営住宅整備事業

住宅を失った被災者を対象に公営

住宅を整備（801戸）

※泊里地区及び崎浜地区におけ

る敷地造成は、両地区それぞれの

防災集団移転促進事業による住

宅団地造成と一体（双方の造成地

が隣接）で実施します。→よって、

他地区と「工事」時期が異なります

（工程を再調整しました。入居開始

時期に変更はありません）

県

（511

戸）

市

（290

戸）

市内地域公民館132館のうち、被

災した地域公民館34施設の修繕、

改築あるいは移転新築などの整備

を支援（うち４地域公民館：中央

通・内田・小河原・佐野地域につい

ては、右記とは別にコンテナハウ

スなどにより整備支援済）

災害廃棄物処理事業

県が作成した災害廃棄物処理の

実行計画を踏まえ、災害廃棄物を

適正かつ迅速に処理

市
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　※ 　　　　は、前回作成時（平成26年6月30日現在）以後における変更箇所。 （平成26年9月30日現在）

4～6月1～3月 1～3月 4～6月 1～3月

事　業　箇　所

※工事等が終了している箇所については網かけをしています。

7～9月

事　　業　　名

平成24年度

10～12月

事業

主体

平成

28年度
10～12月4～6月 7～9月

平成25年度 平成26年度

7～9月7～9月 10～12月

平成27年度

事 業 概 要

4～6月 10～12月 1～3月

平成

29年度

以降

赤崎小学校 測量・調査設計 敷地造成工事・建築工事 ●使用開始

赤崎中学校 測量・調査設計 敷地造成工事・建築工事 ●使用開始

越喜来小学校 測量・調査設計／埋蔵文化財調査 敷地造成工事・建築工事（着手済） ●使用開始

市民体育館市民体育館市民体育館市民体育館 測量・調査設計測量・調査設計測量・調査設計測量・調査設計 建築工事建築工事建築工事建築工事（（（（●●●●完了）完了）完了）完了） ●●●●使用開始済使用開始済使用開始済使用開始済

体育センター体育センター体育センター体育センター 設計設計設計設計 建築工事建築工事建築工事建築工事（（（（●●●●完了）完了）完了）完了） ●●●●使用開始済使用開始済使用開始済使用開始済

市民テニスコート市民テニスコート市民テニスコート市民テニスコート 測量・調査設計測量・調査設計測量・調査設計測量・調査設計 建築工事建築工事建築工事建築工事（（（（●●●●完了）完了）完了）完了） ●●●●使用開始済使用開始済使用開始済使用開始済

市民弓道場市民弓道場市民弓道場市民弓道場 設計設計設計設計 建築工事建築工事建築工事建築工事（（（（●●●●完了）完了）完了）完了） ●●●●使用開始済使用開始済使用開始済使用開始済

三陸体育館三陸体育館三陸体育館三陸体育館 測量・調査設計測量・調査設計測量・調査設計測量・調査設計建築工事建築工事建築工事建築工事（（（（●●●●完了）完了）完了）完了） ●●●●使用開始済使用開始済使用開始済使用開始済

三陸総合運動公園グラウンド三陸総合運動公園グラウンド三陸総合運動公園グラウンド三陸総合運動公園グラウンド 測量・調査設計測量・調査設計測量・調査設計測量・調査設計 （使用期間）（使用期間）（使用期間）（使用期間） 建築工事（●完了） ●●●●使用開始済使用開始済使用開始済使用開始済

綾里小学校校庭夜間照明施設綾里小学校校庭夜間照明施設綾里小学校校庭夜間照明施設綾里小学校校庭夜間照明施設 設計設計設計設計 建築工事建築工事建築工事建築工事（（（（●●●●完了）完了）完了）完了） ●●●●使用開始済使用開始済使用開始済使用開始済

三陸公民館 測量・調査設計 建築工事（着手済）（着手済）（着手済）（着手済） ●使用開始

田中島グラウンド 測量・調査設計 廃棄物除去 ●使用開始（工程を再調整しました）

市営球場 ※応急仮設住宅撤去後着手【時期未定】

漁業集落防災機能強化事業

地盤のかさ上げ、漁業集落道・水

産飲雑用水施設などの整備

市 浦浜地区（三陸町越喜来） 測量・調査設計 敷地造成・施設整備工事等

水産流通加工施設整備支援 公募 施設等整備 公募 施設等整備 公募 施設等整備

設備導入等支援 公募 設備導入等実施 公募 設備導入等実施 公募 設備導入等実施

新大船渡魚市場（埋立埠頭部）新大船渡魚市場（埋立埠頭部）新大船渡魚市場（埋立埠頭部）新大船渡魚市場（埋立埠頭部） 建設工事建設工事建設工事建設工事（（（（●●●●完了）完了）完了）完了） ●●●●使用開始済使用開始済使用開始済使用開始済

新大船渡魚市場関連施設（製氷施設等）新大船渡魚市場関連施設（製氷施設等）新大船渡魚市場関連施設（製氷施設等）新大船渡魚市場関連施設（製氷施設等） 建設工事建設工事建設工事建設工事（（（（●●●●完了）完了）完了）完了） ●●●●使用開始済使用開始済使用開始済使用開始済

新大船渡魚市場（南側岸壁上屋） 測量調査設計 解体工事 建設工事 ●使用開始（工程を再調整しました）

根白漁港 漁港災害復旧工事（着手済）　　　　●●●●一部使用開始済一部使用開始済一部使用開始済一部使用開始済

崎浜漁港 漁港災害復旧工事（着手済）　　　　●●●●一部使用開始済一部使用開始済一部使用開始済一部使用開始済

越喜来漁港 漁港災害復旧工事（着手済）　　　　●●●●一部使用開始済一部使用開始済一部使用開始済一部使用開始済

綾里漁港 漁港災害復旧工事（着手済）　　　　●●●●一部使用開始済一部使用開始済一部使用開始済一部使用開始済

大船渡漁港 漁港災害復旧工事（着手済）　　　　●●●●一部使用開始済一部使用開始済一部使用開始済一部使用開始済

門の浜漁港 漁港災害復旧工事（着手済）　　　　●●●●一部使用開始済一部使用開始済一部使用開始済一部使用開始済

扇洞漁港扇洞漁港扇洞漁港扇洞漁港 実施設計実施設計実施設計実施設計 漁港災害復旧工事漁港災害復旧工事漁港災害復旧工事漁港災害復旧工事（（（（●●●●完了）完了）完了）完了） ●●●●使用開始済使用開始済使用開始済使用開始済

千歳漁港 漁港災害復旧工事（着手済）　　　　●●●●一部使用開始済一部使用開始済一部使用開始済一部使用開始済

吉浜漁港 実施設計 漁港災害復旧工事（着手済）　　　　●●●●一部使用開始済一部使用開始済一部使用開始済一部使用開始済

増舘漁港 実施設計 漁港災害復旧工事（着手済）

小壁漁港 実施設計 漁港災害復旧工事（着手済）

泊漁港 実施設計 漁港災害復旧工事（着手済）　　　　●●●●一部使用開始済一部使用開始済一部使用開始済一部使用開始済

鬼沢漁港 漁港災害復旧工事（着手済）　　　　●●●●一部使用開始済一部使用開始済一部使用開始済一部使用開始済

小石浜漁港 漁港災害復旧工事（着手済）　　　　●●●●一部使用開始済一部使用開始済一部使用開始済一部使用開始済

砂子浜漁港 漁港災害復旧工事（着手済）　　　　●●●●一部使用開始済一部使用開始済一部使用開始済一部使用開始済

野野前漁港 漁港災害復旧工事（着手済）　　　　●●●●一部使用開始済一部使用開始済一部使用開始済一部使用開始済

小路漁港 実施設計 漁港災害復旧工事（着手済）

合足漁港 実施設計 漁港災害復旧工事（着手済）　　　　●●●●一部使用開始済一部使用開始済一部使用開始済一部使用開始済

長崎漁港 漁港災害復旧工事（着手済）　　　　●●●●一部使用開始済一部使用開始済一部使用開始済一部使用開始済

蛸ノ浦漁港 漁港災害復旧工事（着手済）　　　　●●●●一部使用開始済一部使用開始済一部使用開始済一部使用開始済

碁石漁港 実施設計 漁港災害復旧工事（着手済）　　　　●●●●一部使用開始済一部使用開始済一部使用開始済一部使用開始済

泊里漁港 漁港災害復旧工事（着手済）　　　　●●●●一部使用開始済一部使用開始済一部使用開始済一部使用開始済

市

市

公立社会教育施設復旧事業

新大船渡魚市場整備事業

民間団体が行う機器類、生産流通

加工施設など共同利用施設の整

備に対する補助

被災学校移転改築事業

津波により被災した赤崎小学校、

越喜来小学校及び赤崎中学校を

地区の拠点となるよう防災機能を

あわせ持つ施設として移転改築

被災した岸壁・臨港道路など漁港

施設の復旧

市

県

市

被災した公立社会体育施設の修

繕など

水産業共同利用施設復興整備事

業

新大船渡魚市場施設及び関連施

設の整備（手戻り復旧工事を含

む）

漁港関係施設等復旧事業

（漁港施設）

民間

団体

　※工種ごとに完成箇所から

 　　使用開始

（使用期間） 建築工事

3 / 5 ページ



　※ 　　　　は、前回作成時（平成26年6月30日現在）以後における変更箇所。 （平成26年9月30日現在）

事 業 概 要

4～6月 10～12月 1～3月

平成

29年度

以降

平成

28年度
10～12月4～6月 7～9月

平成25年度 平成26年度

7～9月7～9月 10～12月

平成27年度

事　　業　　名

平成24年度

10～12月

事業

主体
4～6月1～3月 1～3月 4～6月 1～3月

事　業　箇　所

※工事等が終了している箇所については網かけをしています。

7～9月

崎浜漁港海岸 測量・調査設計 防潮堤復旧工事（着手済）

越喜来漁港海岸 測量・調査設計 防潮堤復旧工事（着手済）

綾里漁港海岸 測量・調査設計 防潮堤復旧工事

大船渡漁港海岸 測量・調査設計 防潮堤復旧工事（着手済）

門の浜漁港海岸 測量・調査設計 防潮堤復旧工事（着手済）

吉浜漁港海岸 測量・調査設計 防潮堤復旧工事（着手済）

泊漁港海岸 測量・調査設計 防潮堤復旧工事（着手済）

小石浜漁港海岸 測量・調査設計 防潮堤復旧工事（着手済）

野野前漁港海岸 測量・調査設計 防潮堤復旧工事（着手済）

蛸ノ浦漁港海岸 測量・調査設計 防潮堤復旧工事

碁石漁港海岸 測量・調査設計 防潮堤復旧工

泊里漁港海岸 測量・調査設計 防潮堤復旧工事

碁石漁港碁石漁港碁石漁港碁石漁港 測量設計測量設計測量設計測量設計 用地かさ上げ工事用地かさ上げ工事用地かさ上げ工事用地かさ上げ工事 ●●●●使用開始済使用開始済使用開始済使用開始済

扇洞漁港扇洞漁港扇洞漁港扇洞漁港 測量設計測量設計測量設計測量設計 用地かさ上げ工事用地かさ上げ工事用地かさ上げ工事用地かさ上げ工事●●●●使用開始済使用開始済使用開始済使用開始済

千歳漁港 測量設計 用地かさ上げ工事（着手済）

吉浜漁港 測量設計 用地かさ上げ工事

増舘漁港 測量設計 用地かさ上げ工事

小壁漁港 測量設計 用地かさ上げ工事

泊漁港 測量設計 用地かさ上げ工事

鬼沢漁港 測量設計 用地かさ上げ工事（着手済）

小石浜漁港 測量設計 用地かさ上げ工事（着手済）　　　　●●●●一部使用開始済一部使用開始済一部使用開始済一部使用開始済

砂子浜漁港 測量設計 用地かさ上げ工事（着手済）

野野前漁港 測量設計 用地かさ上げ工事（着手済）

小路漁港 測量設計 用地かさ上げ工事

合足漁港 測量設計 用地かさ上げ工事（着手済） ※県管理農地海岸堤防工事と関連あり

長崎漁港 測量設計 用地かさ上げ工事（着手済）　　　　●●●●一部使用開始済一部使用開始済一部使用開始済一部使用開始済

蛸ノ浦漁港 測量設計 用地かさ上げ工事（着手済）

泊里漁港 測量設計 用地かさ上げ工事（着手済）　　　　●●●●一部使用開始済一部使用開始済一部使用開始済一部使用開始済

盛川（塩場） 測量・調査設計 堤防かさ上げ工事（着手済）

須崎川 測量・調査設計 水門整備工事

後の入川 測量・調査設計 水門整備工事

越喜来海岸 測量・調査設計 防潮堤復旧工事（着手済）

下甫嶺海岸 測量・調査設計 防潮堤復旧工事（着手済）

野々田地区海岸 測量・調査設計 防潮堤整備工事

大船渡港海岸 測量・調査設計 防潮堤復旧工事（着手済）

沖田海岸沖田海岸沖田海岸沖田海岸 測量・調査設計測量・調査設計測量・調査設計測量・調査設計 防潮堤復旧工事防潮堤復旧工事防潮堤復旧工事防潮堤復旧工事 ●●●●完了完了完了完了

吉浜海岸 測量・調査設計 防潮堤復旧工事（着手済）

合足海岸 測量・調査設計 防潮堤復旧工事（着手済）

実施設計 工事（区画整理）（着手済） 工事(補完工事)

●●●●営農（一部営農再開）営農（一部営農再開）営農（一部営農再開）営農（一部営農再開）

換地原案作成 換地確定測量　換地計画書作成 換地決定・処分

実施設計 工事（区画整理）（着手済） 工事(補完工事)

通常営農 ●営農

換地原案作成 換地確定測量 換地決定・処分

被災した防潮堤など農地海岸施設

の復旧

海岸保全施設復旧・整備事業

（一般海岸・港湾海岸）

農用地災害復旧関連区画整理事

業

（復興基盤総合整備事業）

漁港施設機能強化事業

県

海岸保全施設復旧事業

（農地海岸）

生産性・収益性の高い農業の実現

のため、災害復旧と併せて圃場な

どを整備

被災した防潮堤など漁港海岸施設

の復旧

地盤沈下被害を受けた16漁港の

用地のかさ上げ

（工程を再調整しました）

被災した防潮堤など一般海岸・港

湾海岸施設の復旧及び整備

県

漁港関係施設等復旧事業

（漁港海岸施設）

市

市

県

※完成箇所か

ら使用開始

吉浜地区

県

吉浜大野地区
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　※ 　　　　は、前回作成時（平成26年6月30日現在）以後における変更箇所。 （平成26年9月30日現在）

事 業 概 要

4～6月 10～12月 1～3月

平成

29年度

以降

平成

28年度
10～12月4～6月 7～9月

平成25年度 平成26年度

7～9月7～9月 10～12月

平成27年度

事　　業　　名

平成24年度

10～12月

事業

主体
4～6月1～3月 1～3月 4～6月 1～3月

事　業　箇　所

※工事等が終了している箇所については網かけをしています。

7～9月

県道崎浜港線（三陸町越喜来） 測量・調査設計 用地買収・道路改良工事 ●使用開始

主要地方道大船渡綾里三陸線(三陸町越喜

来)

測量・調査設計 用地買収・道路改良工事 ●使用開始

主要地方道大船渡綾里三陸線（赤崎町） 測量・調査設計 用地買収・道路改良工事

主要地方道大船渡広田陸前高田線（末崎

町）

測量・調査設計 用地買収・道路改良工事

県道碁石海岸線（末崎町） 測量・調査設計 用地買収・道路改良工事

小細浦中野線小細浦中野線小細浦中野線小細浦中野線 測量・調査設計測量・調査設計測量・調査設計測量・調査設計 道路改良工事道路改良工事道路改良工事道路改良工事 ●●●●使用開始済使用開始済使用開始済使用開始済

平林大田線平林大田線平林大田線平林大田線 測量・調査設計測量・調査設計測量・調査設計測量・調査設計 道路改良工事道路改良工事道路改良工事道路改良工事 ●●●●使用開始済使用開始済使用開始済使用開始済

永沢線 測量・調査設計 道路改良工事（着手済） ●使用開始

吉浜漁港線 測量・調査設計 道路改良工事（着手済） ●使用開始

沢田宮野線 測量・調査設計 道路改良工事（着手済） ●使用開始（工程を再調整しました）

山田線 測量・調査設計 道路改良工事（着手済） ●使用開始

道合大久保線 道路改良工事 設計 道路改良工事（着手済） ●使用開始

冨岡線 道路改良工事（着手済） ●使用開始

道路新設事業（小河原地区） 測量・調査設計 道路新設工事 ●使用開始

野々田川口橋線 測量・調査設計 道路新設工事 ●使用開始

測量・調査設計等

防災集団移転促進事業などと調整しながら道路工事を実施 ※完成次第使用開始

防災センター整備事業

防災拠点施設である防災センター

の整備

市 盛町下舘下地区 建設用地選定 測量・調査設計／用地買収 敷地造成工事・建築工事（工程を再調整しました）

消防庁舎（三陸分署綾里分遣所

本庁舎）復旧整備事業

津波で全壊した三陸分署綾里分

遣所本庁舎の復旧

市 綾里地区 建設用地選定 測量・調査設計／埋蔵文化財調査 ●使用開始（工程を再調整しました）

1分団4部（盛町田茂山） 測量・調査設計 建設工事 ●使用開始

2分団1部（大船渡町茶屋前） 測量・調査設計 建設工事 ●使用開始

2分団2部（大船渡町新田） 測量・調査設計 建設工事 ●使用開始

2分団3部（大船渡町笹崎） 測量・調査設計 建設工事 ●使用開始

3分団1部（大船渡町下平） 測量・調査設計 建設工事 ●使用開始

3分団3部（大船渡町永沢） 測量・調査設計 建設工事 ●使用開始

4分団1部（末崎町細浦） 測量・調査設計 　　　建設工事 ●使用開始

4分団4部（末崎町小中井） 測量・調査設計 建設工事 ●使用開始

4分団5部（末崎町泊里） 測量・調査設計 　　　建設工事 ●使用開始

5分団2部（赤崎町蛸ノ浦） 測量・調査設計 建設工事 ●使用開始

5分団3部（赤崎町清水） 測量・調査設計 建設工事 ●使用開始

6分団1部（赤崎町永浜） 測量・調査設計 建設工事 ●使用開始

6分団2部（赤崎町中赤崎） 測量・調査設計 建設工事 ●使用開始

10分団2部（三陸町綾里田浜） 測量・調査設計 建設工事 ●使用開始

11分団1部（三陸町越喜来甫嶺） 測量・調査設計 　　　建設工事 ●使用開始

11分団3部（三陸町越喜来泊） 測量・調査設計 建設工事 ●使用開始

11分団4部（三陸町越喜来浦浜） 測量・調査設計 　　　建設工事 ●使用開始

11分団6部（三陸町越喜来崎浜） 測量・調査設計 建設工事 ●使用開始

湾口防波堤復旧事業

大船渡湾の水質に配慮した構造

による湾口防波堤の復旧

国 大船渡港湾口防波堤 湾口防波堤災害復旧工事（着手済）（着手済）（着手済）（着手済） ●完了

建築工事

●使用

開始

コミュニティ消防センター新築事

業

地区の防災拠点施設である消防

屯所の建設

（工程を再調整しました）

県

市

高台や防災拠点へのアクセス道

路、災害時の避難路、緊急車両が

進入できない狭隘道路、地盤沈下

により冠水する道路、浸水区域内

のまちづくりと一体となった道路な

どの整備

　

道路新設・改良事業

測量・調査設計

道路改良工事

市

その他路線（防災集団移転促進事業関連道路）

5 / 5 ページ



8. 8. 8. 8. 門之浜：門之浜：門之浜：門之浜：13131313戸戸戸戸

15. 15. 15. 15. 田浜：田浜：田浜：田浜：12121212戸戸戸戸

5. 5. 5. 5. 小細浦：小細浦：小細浦：小細浦：8888戸戸戸戸

2. 2. 2. 2. 峰岸：峰岸：峰岸：峰岸：21212121戸戸戸戸

11. 11. 11. 11. 中赤崎：中赤崎：中赤崎：中赤崎：63636363戸戸戸戸

12. 12. 12. 12. 永浜：永浜：永浜：永浜：29292929戸戸戸戸

16. 16. 16. 16. 港・岩崎：港・岩崎：港・岩崎：港・岩崎：23232323戸戸戸戸

21. 21. 21. 21. 崎浜：崎浜：崎浜：崎浜：21212121戸戸戸戸

9. 9. 9. 9. 泊里：泊里：泊里：泊里：17171717戸戸戸戸

14. 14. 14. 14. 蛸ノ浦：蛸ノ浦：蛸ノ浦：蛸ノ浦：16161616戸戸戸戸

：浸水区域

4. 4. 4. 4. 細浦：細浦：細浦：細浦：13131313戸戸戸戸

6. 6. 6. 6. 小河原：小河原：小河原：小河原：41414141戸戸戸戸

10. 10. 10. 10. 佐野：佐野：佐野：佐野：5555戸戸戸戸

13. 13. 13. 13. 清水：清水：清水：清水：6666戸戸戸戸

17. 17. 17. 17. 泊：泊：泊：泊：13131313戸戸戸戸

7. 7. 7. 7. 梅神：梅神：梅神：梅神：13131313戸戸戸戸

20.20.20.20.浦浜東・甫嶺：浦浜東・甫嶺：浦浜東・甫嶺：浦浜東・甫嶺：9999戸戸戸戸

1. 1. 1. 1. 大船渡大船渡大船渡大船渡((((平平平平))))：：：：3333戸戸戸戸

3. 3. 3. 3. 神坂：神坂：神坂：神坂：9999戸戸戸戸

大船渡市役所大船渡市役所大船渡市役所大船渡市役所

：復興交付金 １回目（H24年3月）配分通知

：復興交付金 ２回目（H24年5月）配分通知

：復興交付金 ３回目（H24年8月）配分通知

：復興交付金 ４回目（H24年11月）配分通知

19.19.19.19.浦浜仲・西：浦浜仲・西：浦浜仲・西：浦浜仲・西：10101010戸戸戸戸

18. 18. 18. 18. 浦浜南：浦浜南：浦浜南：浦浜南：11111111戸戸戸戸

1. 1. 1. 1. 大船渡大船渡大船渡大船渡((((下舘下下舘下下舘下下舘下))))：：：：15151515戸戸戸戸

■ 事業実施(予定)地区位置図（土地区画整理事業・津波復興拠点整備事業・防災集団移転促進事業・災害公営住宅整備事業）

※事業実施(予定)地区は、変更・増減する場合があります。

防災集団移転促進事業

災害公営住宅整備事業

土地区画整理事業

県営県営県営県営 立・下欠：立・下欠：立・下欠：立・下欠：33333333戸戸戸戸

県営県営県営県営 立・関谷：立・関谷：立・関谷：立・関谷：50505050戸戸戸戸

県営県営県営県営 大・上平：大・上平：大・上平：大・上平：65656565戸戸戸戸

県営県営県営県営 末・平林②：末・平林②：末・平林②：末・平林②：55555555戸戸戸戸

県営県営県営県営 三綾・清水：三綾・清水：三綾・清水：三綾・清水：30303030戸戸戸戸

市営市営市営市営 盛・盛中央：盛・盛中央：盛・盛中央：盛・盛中央：44444444戸戸戸戸

市営市営市営市営 盛・宇津野沢：盛・宇津野沢：盛・宇津野沢：盛・宇津野沢：20202020戸戸戸戸

市営市営市営市営 大・赤沢：大・赤沢：大・赤沢：大・赤沢：23232323戸戸戸戸

市営市営市営市営 大・上山東：大・上山東：大・上山東：大・上山東：11111111戸戸戸戸
市営市営市営市営 大・田中東①大・田中東①大・田中東①大・田中東①((((明神前①明神前①明神前①明神前①))))：：：：12121212戸戸戸戸

市営市営市営市営 大・田中東②大・田中東②大・田中東②大・田中東②((((明神前②明神前②明神前②明神前②))))：：：： 7777戸戸戸戸

市営市営市営市営 末・平林①：末・平林①：末・平林①：末・平林①：11111111戸戸戸戸

：県営

：市営

県営県営県営県営 猪・長谷堂：猪・長谷堂：猪・長谷堂：猪・長谷堂：53535353戸戸戸戸

県営県営県営県営 赤・沢田：赤・沢田：赤・沢田：赤・沢田：20202020戸戸戸戸

市営市営市営市営 赤・蛸ノ浦：赤・蛸ノ浦：赤・蛸ノ浦：赤・蛸ノ浦：14141414戸戸戸戸

県営県営県営県営 盛・下舘下：盛・下舘下：盛・下舘下：盛・下舘下：58585858戸戸戸戸

津波復興拠点整備事業

県営県営県営県営 盛・みどり町：盛・みどり町：盛・みどり町：盛・みどり町：147147147147戸戸戸戸

市営市営市営市営 大・川原：大・川原：大・川原：大・川原：29292929戸戸戸戸

市営市営市営市営 三越・崎浜：三越・崎浜：三越・崎浜：三越・崎浜：8888戸戸戸戸

市営市営市営市営 末・泊里：末・泊里：末・泊里：末・泊里：6666戸戸戸戸

市営市営市営市営 三越・浦浜所通：三越・浦浜所通：三越・浦浜所通：三越・浦浜所通：20202020戸戸戸戸

市営市営市営市営 三越・浦浜杉下：三越・浦浜杉下：三越・浦浜杉下：三越・浦浜杉下：9999戸戸戸戸

市営市営市営市営 赤・中赤崎後ノ入：赤・中赤崎後ノ入：赤・中赤崎後ノ入：赤・中赤崎後ノ入：4444戸、中赤崎大洞：戸、中赤崎大洞：戸、中赤崎大洞：戸、中赤崎大洞：9999戸戸戸戸

市営市営市営市営 赤・中赤崎山口：赤・中赤崎山口：赤・中赤崎山口：赤・中赤崎山口：13131313戸戸戸戸

市営市営市営市営 大・大・大・大・((((土地区画整理地区土地区画整理地区土地区画整理地区土地区画整理地区))))：：：：50505050戸戸戸戸


