参考様式第２９及び参考様式第３２の別添３
市街地復興効果促進事業の概要を示す書類
事業番号

★ D

要綱上の
事業名称

（23）避難誘導機器整備事業

4

-

5

-

2

1/1

細要素事業名 停電時避難誘導用ソーラー街路灯整備事業（赤井地区・柳の目北）
全体事業費

12,960（千円）

【事業概要】
東日本大震災にて、本市では死者・行方不明者が１千名を超える被害があった。災
害時には、地震等により停電が発生することから、災害の発生が夜間である場合、初
期行動の遅延、避難方向や経路の認識困難、暗闇の中での移動による速度の低下等の
要因により、昼間より大きな人的被害となる可能性が高い。日常から安全・安心を啓
発し、非常時には迅速かつ適切な避難を支援するため、独立して電源を確保できる避
難誘導灯（ソーラー型）を整備し、防災・減災のまちづくりを進めるもの。
（平成27年度整備予定箇所）
赤井地区・柳の目北 8基
※宮戸地区11基、立沼地区12基の計23基は、★D23-2-76にて申請予定。
野蒜地区8基は★D15-2-4、大曲地区6基は★D17-6-4にて申請予定。
【基幹事業との関連性】
災害公営住宅整備事業により、新たに住宅が整備される赤井地区・柳の目北におい
て、避難場所・避難所等への道筋に避難誘導灯を整備することで、夜間でもスムーズ
な避難を促し、防災・減災機能の強化を図ることができる。
【事業予算内訳】
（平成27年度整備予定事業費）
避難誘導灯設置（設置費用含む）一式 67,500千円（@1,500千円×45基）
消費税（8%） 5,400千円
合
計
72,900千円
（★D4-5-2における申請事業費）
避難誘導灯設置（設置費用含む）一式 12,000千円（@1,500千円×8基）
消費税（8%）
960千円
合
計
12,960千円
参考（★D23-2-76における申請事業費）
避難誘導灯設置（設置費用含む）一式 34,500千円（@1,500千円×23基）
消費税（8%） 2,760千円
合
計
37,260千円
（★D15-2-4における申請事業費）
避難誘導灯設置（設置費用含む）一式 12,000千円（@1,500千円×8基）
消費税（8%）
960千円
合
計
12,960千円
（★D17-6-4における申請事業費）
避難誘導灯設置（設置費用含む）一式 9,000千円（@1,500千円×6基）
消費税（8%）
720千円
合
計
9,720千円
以上

※ この様式は、原則として、参考様式第２９及び参考様式第３２の別添２に記載した細要素事業ごと
に作成してください。
※ 「全体事業費」は、細要素事業（当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。）について、
全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。
※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。

参考様式第２９及び参考様式第３２の別添３
市街地復興効果促進事業の概要を示す書類
事業番号

★ D 15 -

要綱上の
事業名称

（23）避難誘導機器整備事業

2

-

1/1

4

細要素事業名 停電時避難誘導用ソーラー街路灯整備事業（野蒜地区）
全体事業費

12,960（千円）

【事業概要】
東日本大震災にて、本市では死者・行方不明者が１千名を超える被害があった。災
害時には、地震等により停電が発生することから、災害の発生が夜間である場合、初
期行動の遅延、避難方向や経路の認識困難、暗闇の中での移動による速度の低下等の
要因により、昼間より大きな人的被害となる可能性が高い。日常から安全・安心を啓
発し、非常時には迅速かつ適切な避難を支援するため、独立して電源を確保できる避
難誘導灯（ソーラー型）を整備し、防災・減災のまちづくりを進めるもの。
（平成27年度整備予定箇所）
野蒜地区 8基
※宮戸地区11基、立沼地区12基の計23基は、★D23-2-76にて申請予定。
赤井地区・柳の目北8基は★D4-5-2、大曲地区6基は★D17-6-4にて申請予定。
【基幹事業との関連性】
野蒜北部丘陵地区内に新たに整備される津波復興拠点への道筋に避難街路灯を整備
することで、夜間でもスムーズな避難を促し、防災・減災機能の強化を図る。
【事業予算内訳】
（平成27年度整備予定事業費）
避難誘導灯設置（設置費用含む）一式 67,500千円（@1,500千円×45基）
消費税（8%） 5,400千円
合
計
72,900千円
（★D15-2-4における申請事業費）
避難誘導灯設置（設置費用含む）一式 12,000千円（@1,500千円×8基）
消費税（8%）
960千円
合
計
12,960千円
参考（★D23-2-76における申請事業費）
避難誘導灯設置（設置費用含む）一式
消費税（8%）
合
計
（★D17-6-4における申請事業費）
避難誘導灯設置（設置費用含む）一式
消費税（8%）
合
計
（★D4-5-2における申請事業費）
避難誘導灯設置（設置費用含む）一式
消費税（8%）
合
計

34,500千円（@1,500千円×23基）
2,760千円
37,260千円
9,000千円（@1,500千円×6基）
720千円
9,720千円
12,000千円（@1,500千円×8基）
960千円
12,960千円
以上

※ この様式は、原則として、参考様式第２９及び参考様式第３２の別添２に記載した細要素事業ごと
に作成してください。
※ 「全体事業費」は、細要素事業（当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。）について、
全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。
※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。

参考様式第２９及び参考様式第３２の別添３
市街地復興効果促進事業の概要を示す書類
事業番号

★ D 17 -

要綱上の
事業名称

（23）避難誘導機器整備事業

6

-

1/1

4

細要素事業名 停電時避難誘導用ソーラー街路灯整備事業（大曲地区）
全体事業費

9,720（千円）

【事業概要】
東日本大震災にて、本市では死者・行方不明者が１千名を超える被害があった。災
害時には、地震等により停電が発生することから、災害の発生が夜間である場合、初
期行動の遅延、避難方向や経路の認識困難、暗闇の中での移動による速度の低下等の
要因により、昼間より大きな人的被害となる可能性が高い。日常から安全・安心を啓
発し、非常時には迅速かつ適切な避難を支援するため、独立して電源を確保できる避
難誘導灯（ソーラー型）を整備し、防災・減災のまちづくりを進めるもの。
（平成27年度整備予定箇所）
大曲地区 6基
※宮戸地区11基、立沼地区12基の計23基は、★D23-2-76にて申請予定。
赤井地区・柳の目北8基は★D4-5-2、野蒜地区8基は★D15-2-4にて申請予定。
【基幹事業との関連性】
被災市街地復興土地区画整理事業にて新たに産業用地として整備される大曲地区か
ら避難所への道筋に避難誘導灯を整備することで、夜間でもスムーズな避難を促し、
防災・減災機能の強化を図る。
【事業予算内訳】
（平成27年度整備予定事業費）
避難誘導灯設置（設置費用含む）一式 67,500千円（@1,500千円×45基）
消費税（8%） 5,400千円
合
計
72,900千円
（★D17-6-4における申請事業費）
避難誘導灯設置（設置費用含む）一式
消費税（8%）
合
計

9,000千円（@1,500千円×6基）
720千円
9,720千円

参考（★D23-2-76における申請事業費）
避難誘導灯設置（設置費用含む）一式 34,500千円（@1,500千円×23基）
消費税（8%） 2,760千円
合
計
37,260千円
（★D4-5-2における申請事業費）
避難誘導灯設置（設置費用含む）一式 12,000千円（@1,500千円×8基）
消費税（8%）
960千円
合
計
12,960千円
（★D15-2-4における申請事業費）
避難誘導灯設置（設置費用含む）一式 12,000千円（@1,500千円×8基）
消費税（8%）
960千円
合
計
12,960千円
以上

※ この様式は、原則として、参考様式第２９及び参考様式第３２の別添２に記載した細要素事業ごと
に作成してください。
※ 「全体事業費」は、細要素事業（当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。）について、
全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。
※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。

参考様式第３０及び参考様式第３３の別添３
市街地復興効果促進事業の概要を示す書類
事業番号

★ D 23 -

要綱上の
事業名称

（23）避難誘導機器整備事業

2

1/1

- 76

細要素事業名 停電時避難誘導用ソーラー街路灯整備事業（立沼・宮戸地区）
全体事業費

37,260（千円）

【事業概要】
東日本大震災にて、本市では死者・行方不明者が１千名を超える被害があった。災
害時には、地震等により停電が発生することから、災害の発生が夜間である場合、初
期行動の遅延、避難方向や経路の認識困難、暗闇の中での移動による速度の低下等の
要因により、昼間より大きな人的被害となる可能性が高い。日常から安全・安心を啓
発し、非常時には迅速かつ適切な避難を支援するため、独立して電源を確保できる避
難誘導灯（ソーラー型）を整備し、防災・減災のまちづくりを進めるもの。
（平成27年度整備予定箇所）
立沼地区：12基、宮戸地区：11基
※赤井地区（柳の目北）8基は、★D4-5-2にて申請予定。
野蒜地区8基は★D15-2-4、大曲地区6基は★D17-6-4にて申請予定。
【基幹事業との関連性】
防災集団移転事業の移転者は、移転元地において、農業や漁業に従事している。
早朝や夜間の災害による停電時に、その移転元地から避難場所・避難所等への道筋
を避難誘導灯で照明することにより、暗闇の中においてでもスムーズな避難を促し、
防災・減災機能の強化を図る。
【事業予算内訳】
（平成27年度整備予定事業費）
避難誘導灯設置（設置費用含む）一式 67,500千円（@1,500千円×45基）
消費税（8%） 5,400千円
合
計
72,900千円
（★D23-2-76における申請事業費）
避難誘導灯設置（設置費用含む）一式 34,500千円（@1,500千円×23基）
消費税（8%） 2,760千円
合
計
37,260千円
参考（★D4-5-2における申請事業費）
避難誘導灯設置（設置費用含む）一式
消費税（8%）
合
計
（★D15-2-4における申請事業費）
避難誘導灯設置（設置費用含む）一式
消費税（8%）
合
計
（★D17-6-4における申請事業費）
避難誘導灯設置（設置費用含む）一式
消費税（8%）
合
計

12,000千円（@1,500千円×8基）
960千円
12,960千円
12,000千円（@1,500千円×8基）
960千円
12,960千円
9,000千円（@1,500千円×6基）
720千円
9,720千円

※ この様式は、原則として、参考様式第３０及び参考様式第３３の別添２に記載した細要素事業ごと
に作成してください。
※ 「全体事業費」は、細要素事業（当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。）について、
全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。
※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。

参考様式第２９及び参考様式第３２の別添３
市街地復興効果促進事業の概要を示す書類
事業番号

★ Ｄ 17 -

要綱上の
事業名称

（11）飲用水供給施設・排水施設整備事業

細要素事業名
全体事業費

3

-

1/2

6

野蒜北部丘陵地区被災市街地復興土地区画整理事業下水道施設整備事業
（平成27年度分事業費）
22,768（千円）

【事業内容】
本事業は、東日本大震災により被災した「野蒜地区」の市街地及び集落の集団
移転先を野蒜北部丘陵地区被災市街地復興土地区画整理事業にて造成工事、宅地
整備するにあたり、基幹事業である下水道事業において補助対象外となる、住宅
地等の雨水排水を処理するための下水道施設整備を行うもの。平成27年度は、土
地区画整理事業の造成工事の進捗を受けて、雨水管整備を実施する。
【基幹事業との関連性】
基幹事業である被災市街地復興土地区画整理事業は、野蒜北部丘陵地区の道路
等の公共施設整備を行うものである。一方、本事業は、公共施設整備以外の野蒜
北部丘陵地区の市街地整備を行うために必要な排水施設整備事業である。本事業
と基幹事業は、一体的に進めることが不可欠であり、本事業の実施により野蒜北
部丘陵地区全体の事業の促進に寄与する。
【事業予算内訳】
野蒜北部丘陵地区被災市街地復興土地区画整理事業下水道施設整備

(内訳)

別添設計書参照
項目
1.直接工事費
①土工事
②管基礎工
③管敷設工
④水替え工
⑤組立マンホール工

2.共通仮設費
3.現場管理費
4.一般管理費
小計
消費税
合計

22,768千円

(単位：千円)
数量
1式
423ｍ
423ｍ
１式
16箇所
1式
1式
1式

金額
12,500
4,386
990
2,115
880
4,129
1,179
4,994
2,409
21,082
1,686
22,768

適要

10.33%
36.50%
12.90%
8%

※ この様式は、原則として、参考様式第２９及び参考様式第３２の別添２に記載した細要素事業ご
に作成してください。
※ 「全体事業費」は、細要素事業（当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。）について、
全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。
※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。

参考様式第２９及び参考様式第３２の別添３
市街地復興効果促進事業の概要を示す書類
事業番号

★ Ｄ 17 -

要綱上の
事業名称

（11）飲用水供給施設・排水施設整備事業

細要素事業名
全体事業費

3

-

6

2/2

野蒜北部丘陵地区被災市街地復興土地区画整理事業下水道施設整備事業
（平成27年度分事業費）
22,768（千円）

【概要を示す図面】
位置図（平成27年度施工箇所）
道路等の公共施設整備以外で、野蒜北部丘陵地区の市街地整備を行うために必要
とする下水道施設整備を行う。（雨水管）

※ この様式は、原則として、参考様式第２９及び参考様式第３２の別添２に記載した細要素事業ご
に作成してください。
※ 「全体事業費」は、細要素事業（当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。）について、
全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。
※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。

参考様式第２９及び参考様式第３２の別添３
市街地復興効果促進事業の概要を示す書類
事業番号

★ Ｄ 23 -

要綱上の
事業名称

復興地域づくり加速化事業

2

1/1

- 79

細要素事業名 住宅再建未完了者の早期再建に向けた調査事業
全体事業費

23,684（千円）

【事業概要】
本市では、多くの住宅再建事業を実施しているが、防集団地や災害公営住宅の整
備だけでは、移転先地への移転促進には繋がらず、再建意向は示しているが移転し
ない方や、再建意向未確定の方が、住宅再建未完了のまま、応急仮設住宅等から退
去しないことが懸念されている。
そのため、本事業は、防災集団移転促進事業の進展に合わせ、仮設住宅入居者等
に対し、アンケートや電話、面談による意向調査を改めて行い、住宅再建を促すも
の。また、調査結果を既存の防災集団移転基幹システムに反映させるシステム改修
や調査結果から判明する必要戸数の減少を踏まえた仮設住宅集約化の検討について
も実施し、防災集団移転促進事業をはじめとした住宅再建事業の加速化を図る。
（平成２７年度予定）
６月～８月 意向調査、データ集約、条件整理
９月～３月 意向調査に基づく集約化計画策定

【基幹事業との関連性】
本事業は、防災集団移転促進事業等を加速させるべく、仮設住宅入居等に入居す
る住宅再建未完了者に対し、住宅再建を促すものである。これにより、防災集団移
転促進事業等の事業進捗を円滑かつ効率化し、事業の実施効果の促進を図る。
【事業予算内訳】
住宅再建未完了者の早期再建に向けた調査事業 23,684千円（①＋②）
（内訳）
①住宅再建未完了者の早期再建に向けた調査業務一式 21,740千円
意向調査（アンケート・電話・面談）、条件等整理、計画策定 ほか
②防災集団移転基幹システム改修業務一式 1,944千円
システム機能拡充、初期データ整備、調査結果取込 ほか
以上

※ この様式は、原則として、参考様式第２９及び参考様式第３２の別添２に記載した細要素事業ごと
に作成してください。
※ 「全体事業費」は、細要素事業（当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。）について、
全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。
※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。

参考様式第２９及び参考様式第３２の別添３
市街地復興効果促進事業の概要を示す書類
事業番号

★ D 23 -

要綱上の
事業名称

復興地域づくり加速化事業

2

1/1

- 80

細要素事業名 東松島市医療福祉サービス復興再生ビジョン策定事業
全体事業費

35,591（千円）

【事業概要】
東日本大震災から４年以上が経過した本市では、防災集団移転団地等の整備が進み、
新生活を始めた市民がいる一方で、現在も２千人以上の市民が、応急仮設住宅等で生
活している。このような現状において、新たな環境で生活することや、不便な環境下
で長時間暮らすことによる心身の不調やストレス、不安を訴える市民が多く、高齢者
や子育て世代を中心に、医療・福祉面でのケアの必要性が高まっている。
また、防災集団移転により市街地が移動し、一部の地区に人口が集中したことで、
発災以前の医療福祉サービスでは、量的不足が生じているほか、地域の診療所等が被
災し、医療空白地帯となった地区（野蒜、宮戸）も存在している。
本事業では、このようなニーズの高まりや課題に対応すべく、医療福祉サービス復
興再生ビジョンを策定し、防災集団移転団地や応急仮設住宅で暮らす市民の生活環境
整備に向けた医療福祉ケアの方針を明確にするもの。
（平成27年度スケジュール予定）
６月- ７月 事前準備
８月‐３月 協議会運営
９月‐11月 アンケート調査等
12月‐３月 基本構想(ビジョン)まとめ

【基幹事業との関連性】
本事業は、防災集団移転団地や応急仮設住宅に居住する市民等の心身のケア等を行
うため、「東松島市医療福祉サービス復興再生ビジョン」を策定するもの。
ビジョン策定により、医療福祉体制が整備されることで、防災集団移転団地や応急
仮設住宅で暮らす市民の生活環境を整備し、防災集団移転促進事業の実施効果を加速
化させる。

【事業予算内訳】
東松島市医療福祉サービス復興再生ビジョン策定事業 35,591千円
（内訳）
東松島市医療福祉サービス復興再生ビジョン策定業務一式 35,591千円
医療福祉サービス調査、住民ニーズ調査、ビジョン策定ほか

以上
※ この様式は、原則として、参考様式第２９及び参考様式第３２の別添２に記載した細要素事業ごと
に作成してください。
※ 「全体事業費」は、細要素事業（当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。）について、
全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。
※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。

参考様式第２９及び参考様式第３２の別添３
市街地復興効果促進事業の概要を示す書類
事業番号

★ Ｄ 15 -

要綱上の
事業名称

（11）飲用水供給施設・排水施設整備事業

1

-

1

細要素事業名 津波復興拠点（東矢本駅北地区）飲用水供給施設・排水施設整備事業
全体事業費

324,655（千円）

【事業概要】
津波復興拠点整備事業は、新たな復興拠点及び災害時における防災拠点の整備を行う
ことを目的とし、それを達成するために土地造成や公共施設整備を行うものである。
本事業は、津波復興拠点整備事業で行う土地造成や公共施設整備に併せ、事業区画か
ら既存管へ飲用水供給施設を整備するほか、排水施設（汚水排水）を整備するもの。
【基幹事業との関連性】
本事業は、津波復興拠点整備事業の事業区域内に飲用水供給施設及び排水施設の整備
を行うものである。基幹事業である津波復興拠点整備事業と一体的に整備を行うことで、
基幹事業の実施効果を促進する。
【事業予算内訳】
津波復興拠点（東矢本駅北地区）飲用水供給施設・排水施設整備事業
（内訳）
津波復興拠点（東矢本駅北地区）
飲用水供給施設・排水施設整備一式
①給水工
28,018千円
②汚水工
8,695千円
③水路
32,135千円
④調整池
135,264千円
⑤排水施設
120,543千円

324,655千円

324,655千円（①-⑤の合計）

以上

この様式は、原則として、参考様式第２９及び参考様式第３２の別添２に記載した細要素事業ごと
に作成してください。
※ 「全体事業費」は、細要素事業（当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。）について、
全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。
※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。

参考様式第２９及び参考様式第３２の別添３
市街地復興効果促進事業の概要を示す書類
事業番号

★ Ｄ 15 -

要綱上の
事業名称

（28）防災拠点施設整備事業

1

-

2

細要素事業名 津波復興拠点（東矢本駅北地区）高質空間形成施設整備事業
全体事業費

210,156（千円）

【事業概要】
津波復興拠点（東矢本駅北地区）は、発災時における緊急避難や応急復旧活動の拠点、
さらには備蓄倉庫としての機能を持たせつつ、平常時においては、防災学習や交流施設
として活用する等、複合的な用途による利用を想定している。
本事業は、発災時に防災拠点施設としての機能を向上させる高質空間形成施設を整備
するもの。これにより、発災時の避難環境整備が可能となる。
【基幹事業との関連性】
本事業は、発災時の緊急避難場所や応急復旧活動の拠点などの避難環境の構築を目的
とし、津波復興拠点（東矢本駅北地区）の高質空間形成施設整備を行うもの。
基幹事業と一体的に整備を行うことで、津波復興拠点の防災拠点施設としての機能を増
大させ、事業の実施効果を促進する。
【事業予算内訳】
津波復興拠点（東矢本駅北地区）高質空間形成施設整備事業

210,156千円

（内訳）
津波復興拠点（東矢本駅北地区）高質空間形成施設整備事業一式 210,156千円
防災トイレ、耐震性貯水槽、ソーラー照明、防犯灯、水飲み、トイレ、
街路灯、フェンス等

以上

この様式は、原則として、参考様式第２９及び参考様式第３２の別添２に記載した細要素事業ごと
に作成してください。
※ 「全体事業費」は、細要素事業（当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。）について、
全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。
※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。

参考様式第２９及び参考様式第３２の別添３
市街地復興効果促進事業の概要を示す書類
事業番号

★ Ｄ 17 -

要綱上の
事業名称

（11）飲用水供給施設・排水施設整備事業

3

-

1/2

7

野蒜北部丘陵地区被災市街地復興土地区画整理事業上水道施設整備事業（平
成27年度分事業費）
【平成26年度】 94,068千円
全体事業費 329,623（千円）
【平成27年度】235,555千円 ※今回申請分

細要素事業名

【事業内容】
本事業は、東日本大震災により被災した「野蒜地区」の市街地及び集落の集団移転
先を野蒜北部丘陵地区被災市街地復興土地区画整理事業にて造成工事、宅地整備する
にあたり、基幹事業と一体的に、住宅地等への飲用水を確保するための上水道施設整
備を行うもの。平成27年度は、土地区画整理事業の造成工事の進捗を受けて、給水管
を整備する。
【基幹事業との関連性】
基幹事業である被災市街地復興土地区画整理事業は、野蒜北部丘陵地区の道路等の
公共施設整備を行うものである。一方、本事業は、公共施設整備以外の野蒜北部丘陵
地区の市街地整備を行うために必要な上水道施設整備事業である。本事業と基幹事業
は、一体的に進めることが不可欠であり、本事業の実施により野蒜北部丘陵地区全体
の事業の促進に寄与する。
【事業予算内訳】
野蒜北部丘陵地区被災市街地復興土地区画整理事業
上水道施設整備 329,623千円（①＋②）
（内訳）
①平成26年度分（★Ｄ17-3-4） 94,068千円
②平成27年度分（★Ｄ17-3-7） 235,555千円

※今回申請分

(②詳細)
※別添設計書参照
項目

（単位：千円）
数量

金

額

1.直接工事費

1式

136,317

①土工事

1式

24,085

②配水管路工

1式

112,232

2.諸経費

1式

小計
消費税相当額
合計

適要

81,790 直接工事費の60%
218,107
17,448 消費税8%
235,555
以上

※ この様式は、原則として、参考様式第２９及び参考様式第３２の別添２に記載した細要素事業ごと
に作成してください。
※ 「全体事業費」は、細要素事業（当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。）について、
全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。
※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。

参考様式第２９及び参考様式第３２の別添３
市街地復興効果促進事業の概要を示す書類
事業番号

★ Ｄ 17 -

要綱上の
事業名称

（11）飲用水供給施設・排水施設整備事業

細要素事業名
全体事業費

3

-

7

2/2

野蒜北部丘陵地区被災市街地復興土地区画整理事業上水道施設整備事業（平
成27年度分事業費）
【平成26年度】 94,068千円
329,623（千円）
【平成27年度】235,555千円 ※今回申請分

【概要を示す図面】
位置図（平成27年度施工箇所：給水管）

※ この様式は、原則として、参考様式第２９及び参考様式第３２の別添２に記載した細要素事業ごと
に作成してください。
※ 「全体事業費」は、細要素事業（当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。）について、
全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。
※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。

参考様式第２９及び参考様式第３２の別添３
市街地復興効果促進事業の概要を示す書類
事業番号

★ Ｄ 17 -

要綱上の
事業名称

復興地域づくり加速化事業

細要素事業名
全体事業費

3

-

1/2

8

野蒜北部丘陵地区被災市街地復興土地区画整理事業消火栓・防火水槽整備事
業
20,590（千円）

【事業内容】
本事業は、東日本大震災により被災した「野蒜地区」の市街地及び集落の集団移転
先を野蒜北部丘陵地区被災市街地復興土地区画整理事業にて造成工事、宅地整備する
にあたり、基幹事業と一体的に、防火対策として消防法に基づき必要となる消火栓・
防火水槽の整備を行うもの。
【基幹事業との関連性】
基幹事業である被災市街地復興土地区画整理事業は、野蒜北部丘陵地区の道路等の
公共施設整備を行うものである。一方、本事業は、公共施設整備以外の野蒜北部丘陵
地区の市街地整備を行うために必要な消火栓・防火水槽整備事業である。本事業と基
幹事業は、一体的に進めることが不可欠であり、本事業の実施により野蒜北部丘陵地
区全体の事業の促進に寄与する。
【事業予算内訳】
野蒜北部丘陵地区被災市街地復興土地区画整理事業
消火栓・防火水槽整備事業 20,590千円
(内訳)
※別添設計書参照
項目

（単位：千円）
数量

金

額

適要

1.直接工事費

1式

11,916

①消火栓工

9基

3,704

②防火水槽設置工

2基

8,212 40t（3m×2m×7m）

2.諸経費

1式

7,149 直接工事費の60%

小計
消費税相当額
合計

19,065
1,525 消費税8%
20,590

以上

※ この様式は、原則として、参考様式第２９及び参考様式第３２の別添２に記載した細要素事業ごと
に作成してください。
※ 「全体事業費」は、細要素事業（当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。）について、
全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。
※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。

参考様式第２９及び参考様式第３２の別添３
市街地復興効果促進事業の概要を示す書類
事業番号

★ Ｄ 17 -

要綱上の
事業名称

復興地域づくり加速化事業

細要素事業名
全体事業費

3

-

8

2/2

野蒜北部丘陵地区被災市街地復興土地区画整理事業消火栓・防火水槽整備事
業
20,590（千円）

【概要を示す図面】
位置図（H27年度施工箇所：防火水槽、消火栓）

※ この様式は、原則として、参考様式第２９及び参考様式第３２の別添２に記載した細要素事業ごと
に作成してください。
※ 「全体事業費」は、細要素事業（当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。）について、
全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。
※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。

参考様式第２９及び参考様式第３２の別添３
市街地復興効果促進事業の概要を示す書類
事業番号

★ Ｄ 17 -

要綱上の
事業名称

(25)市街地復興関連小規模施設整備事業

細要素事業名
全体事業費

6

-

1/3

5

被災市街地復興土地区画整理事業（大曲浜地区）関連・市道上浜97号線整備事
業(測量・設計)
【平成27年度】 9,300千円（今回申請分）
65,300(千円)
【平成28年度】56,000千円 ※概算

【事業概要】
市道上浜97号線は、甚大な津波被害を受け、被災市街地復興土地区画整理事業により、
新たに産業団地として土地利用の転換を図る「大曲浜地区」と産業拠点である石巻港「
西浜団地」及び漁業施設団地を連絡する既存道路である。
本路線の現況幅員は約４ｍと狭く、通行車両のすれ違いが困難であり、歩行者の安全
確保も不十分な状況である。また、大曲浜地区から内陸部の防災拠点（大曲小学校、大
曲市民センター等）への移動経路となっているが、幅員が狭いことで、震災時には混雑
し、避難に支障をきたした。
今回申請事業は、市道上浜97号線を整備するにあたり、測量及び設計を行う。本路線
の整備により、西浜団地内の企業や漁業施設団地と連携する大曲浜地区進出企業等の利
便性を向上させ、被災市街地復興土地区画整理事業の実施効果を促進する。
【基幹事業との関連性】
本事業は、基幹事業（被災市街地復興土地区画整理事業）施行地区に隣接する市道を
整備するもの。基幹事業と併せて施行することにより、土地区画整理事業地内へ進出す
る企業の利便性を向上し、区画整理事業の実施効果の促進を図る。
【事業予算内訳】
被災市街地復興土地区画整理事業（大曲浜地区）関連
市道上浜97号線整備事業(測量・設計) 65,300千円（①＋②）
（路線概要)
延長：L=325m
幅員：W=9m(車道2.75m×2、路側0.5m×2、歩道2.5m)
区分：3種4級
（内訳）
①平成27年度分 ※今回申請
9,300千円
・測量業務
1,482千円
・道路詳細設計
3,586千円
・用地測量
4,232千円
②平成28年度分
・用地買収
・道路築造工事

56,000千円
7,000千円
49,000千円

※概算

以上

※ この様式は、原則として、参考様式第２９及び参考様式第３２の別添２に記載した細要素事業ごと
に作成してください。
※ 「全体事業費」は、細要素事業（当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。）について、
全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。
※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。

参考様式第２９及び参考様式第３２の別添３
市街地復興効果促進事業の概要を示す書類
事業番号

★ Ｄ 17 -

要綱上の
事業名称

(25)市街地復興関連小規模施設整備事業

細要素事業名
全体事業費

6

-

2/3

5

被災市街地復興土地区画整理事業（大曲浜地区）関連・市道上浜97号線整備事
業(測量・設計)
【平成27年度】 9,300千円（今回申請分）
65,300(千円)
【平成28年度】56,000千円 ※概算

事業箇所

※ この様式は、原則として、参考様式第２９及び参考様式第３２の別添２に記載した細要素事業ごと
に作成してください。
※ 「全体事業費」は、細要素事業（当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。）について、
全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。
※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。

参考様式第２９及び参考様式第３２の別添３
市街地復興効果促進事業の概要を示す書類
事業番号

★ Ｄ 17 -

要綱上の
事業名称

(25)市街地復興関連小規模施設整備事業

細要素事業名
全体事業費

6

-

3/3

5

被災市街地復興土地区画整理事業（大曲浜地区）関連・市道上浜97号線整備事
業(測量・設計)
【平成27年度】 9,300千円（今回申請分）
65,300(千円)
【平成28年度】56,000千円 ※概算

大曲小
●

市民センタ―

●

大曲浜地区

石巻港

西浜団地

漁業施設団地
上浜97号線

※ この様式は、原則として、参考様式第２９及び参考様式第３２の別添２に記載した細要素事業ごと
に作成してください。
※ 「全体事業費」は、細要素事業（当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。）について、
全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。
※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。

参考様式第２９及び参考様式第３２の別添３
市街地復興効果促進事業の概要を示す書類
事業番号

★ Ｄ 15 -

要綱上の
事業名称

（４）被災地復興のための土地利用計画策定促進事業

2

-

5

細要素事業名 津波復興拠点（野蒜北部丘陵地区）測量調査設計事業
全体事業費

21,600（千円）

【事業概要】
本事業は、野蒜地域に不足している防災機能や観光交流・地域交流機能を一体的に発
揮する一団地の津波復興拠点の整備を進めるに当たり、用地測量、出来形測量、土地の
区画形質の変更に伴う分合筆手続き業務を行うもの。
【基幹事業との関連性】
本事業により、土地の区画形質の変更に伴い必要となる各種測量及び手続きを迅速に
実施することにより、基幹事業である津波復興拠点整備事業の進捗を促進する。
【事業予算内訳】
津波復興拠点（野蒜北部丘陵地区）測量調査設計事業

21,600千円

（内訳）
津波復興拠点（野蒜北部丘陵地区）測量調査設計業務一式
用地測量、出来形測量、分合筆手続き

21,600千円

以上

※ この様式は、原則として、参考様式第２９及び参考様式第３２の別添２に記載した細要素事業ごと
に作成してください。
※ 「全体事業費」は、細要素事業（当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。）について、
全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。
※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。

参考様式第２９及び参考様式第３２の別添３
市街地復興効果促進事業の概要を示す書類
事業番号

★ Ｄ 15 -

要綱上の
事業名称

（11）飲用水供給施設・排水施設整備事業

2

-

6

細要素事業名 津波復興拠点（野蒜北部丘陵地区）飲用水供給施設・排水施設整備事業
全体事業費

143,724（千円）

【事業概要】
本事業は、野蒜地域に不足している防災機能や観光交流・地域交流機能を一体的に発
揮する一団地の津波復興拠点の整備を進めるに当たり、供給施設等を整備するもの。
また、市街地としての安全性が確保された拠点施設とするため、雨水排水設備及び雨
水の流末部における水路施設を一体として整備する。
【基幹事業との関連性】
本事業は、津波復興拠点整備事業の事業区域内に飲用水供給施設・排水施設の整備を
行うものである。基幹事業である津波復興拠点整備事業と一体的に整備を行うことで、
基幹事業の実施効果を促進する。
【事業予算内訳】
津波復興拠点（野蒜北部丘陵地区）飲用水供給施設・排水施設整備事業 143,724千円
（内訳）
津波復興拠点（野蒜北部丘陵地区）飲用水供給施設・排水施設整備一式 143,724千円
・給水施設整備 ①給水・排水管渠工
・下水施設整備 ②汚水管渠工、③マンホール
・雨水排水整備 ④側溝等
・水路施設整備 ⑤横断管渠工
以上

※ この様式は、原則として、参考様式第２９及び参考様式第３２の別添２に記載した細要素事業ごと
に作成してください。
※ 「全体事業費」は、細要素事業（当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。）について、
全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。
※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。

参考様式第２９及び参考様式第３２の別添３
市街地復興効果促進事業の概要を示す書類
事業番号

★ Ｄ 15 -

要綱上の
事業名称

（22）避難誘導施設整備事業

2

-

7

細要素事業名 津波復興拠点（野蒜北部丘陵地区）南側交通広場等関連施設整備事業
全体事業費

40,078（千円）

【事業概要】
津波復興拠点整備事業（野蒜北部丘陵地区）の南側エリアは、奥松島観光の玄関口と
して観光客等が集まる場所であり、発災時には周辺住民や観光客等に対する最短で安全
な避難経路の確保と避難目標地点としての役割を有している。
本事業は、発災時の避難において、重要な役割を果たす階段及びスロープを、安全に
避難誘導するための施設として整備するもの。
【基幹事業との関連性】
基幹事業である津波復興拠点整備事業は、野蒜北部丘陵地区の道路・広場等の公共施
設整備を行うものである。また、本事業は、公共施設整備以外の市街地整備として、安
全な避難誘導に必要な階段、スロープの整備を行うものである。そのため、本事業は、
基幹事業と一体的に進めることが不可欠であり、本事業の実施により野蒜北部丘陵地区
の避難誘導性能を高め、津波復興拠点整備事業の実施効果を促進する。
【事業予算内訳】
津波復興拠点（野蒜北部丘陵地区）南側交通広場等関連施設整備事業 40,078千円
（内訳）
津波復興拠点（野蒜北部丘陵地区）南側交通広場等関連施設整備一式 40,078千円
①階段工、②スロープ工
以上

※ この様式は、原則として、参考様式第２９及び参考様式第３２の別添２に記載した細要素事業ごと
に作成してください。
※ 「全体事業費」は、細要素事業（当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。）について、
全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。
※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。

参考様式第２９及び参考様式第３２の別添３
市街地復興効果促進事業の概要を示す書類
事業番号

★ D 15 -

要綱上の
事業名称

（28）防災拠点施設整備事業

2

-

8

細要素事業名 津波復興拠点（野蒜北部丘陵地区）高質空間形成施設整備事業
全体事業費

146,357（千円）

【事業概要】
津波復興拠点（野蒜北部丘陵地区）整備事業は、災害時における避難者支援及び地域
の復旧活動支援機能、または平常時での地域交流や観光交流機能を併せ持つ複合的な拠
点施設整備を行う計画となっている。
本事業は、発災時における安全な避難誘導・避難者支援・復旧活動支援機能を効果的
に行うための照明設備や転落防止柵等の安全施設、平常時利用における景観等に配慮し
た植栽などの、高質空間形成施設を整備するもの。
【基幹事業との関連性】
基幹事業である津波復興拠点整備事業は、道路・広場等の公共施設整備を行うもので
あり、一方、本事業は、公共施設整備以外の市街地整備として、安全な避難誘導や避難
者支援・復旧活動支援機能及び賑わいを牽引する野蒜地域の復興拠点機能に必要な照明
設備、安全施設、植栽整備等を行う事業である。そのため、本事業は基幹事業と一体的
に進めることが不可欠であり、本事業の実施により野蒜北部丘陵地区の発災時、復旧時
・平常時等の各種機能を高め、津波復興拠点整備事業を促進するものである。
【事業予算内訳】
津波復興拠点（野蒜北部丘陵地区）高質空間形成施設整備事業 146,357千円
（内訳）
津波復興拠点（野蒜北部丘陵地区）高質空間形成施設整備一式 146,357千円
①照明設備工、②安全施設工、③植栽工、④便所施設工

以上

※ この様式は、原則として、参考様式第２９及び参考様式第３２の別添２に記載した細要素事業ごと
に作成してください。
※ 「全体事業費」は、細要素事業（当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。）について、
全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。
※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。

参考様式第２９及び参考様式第３２の別添３
市街地復興効果促進事業の概要を示す書類
事業番号

★ Ｄ 15 -

要綱上の
事業名称

（30）防災備蓄倉庫整備事業

2

-

9

細要素事業名 津波復興拠点（野蒜北部丘陵地区）防災備蓄倉庫整備事業
全体事業費

13,615（千円）

【事業概要】
津波復興拠点（野蒜北部丘陵地区）整備事業の北側エリアは、災害時に、防災拠点機
能を有する施設を整備予定である。地区住民や観光客等の来訪者を収容し、食糧・生活
必需品等の提供、負傷者の搬送受け入れ等を行う地域避難所として指定予定の地域交流
センター（駐車場含む）や、支援物資の提供や炊き出し等の場として利用されるイベン
ト広場等の施設を配置する計画となっている。
本事業は、発災時・復旧時に、避難者支援及び復旧活動支援等の活動を行う上で重要
な役割を担う地域交流センターに、防災備蓄倉庫を整備するもの。
【基幹事業との関連性】
基幹事業である津波復興拠点整備事業は、地域交流センターや広場等の公共施設整備
を行うものである。一方、本事業は、公共施設整備以外の設備工事として、避難者支援
及び復旧活動支援で必要となる防災備蓄倉庫を整備する事業である。
したがって、本事業は基幹事業と一体的に進めることが不可欠であり、本事業の実施
により野蒜北部丘陵地区の発災時・復旧時の防災機能等を高め、津波復興拠点整備事業
の実施効果を促進する。
【事業予算内訳】
津波復興拠点（野蒜北部丘陵地区）防災備蓄倉庫整備事業

13,615千円

（内訳）
津波復興拠点（野蒜北部丘陵地区）防災備蓄倉庫整備一式 13,615千円
①建築工事
②電気設備工事
③機械設備工事
④仮設工事
【位置図】

防災備蓄倉庫

以上
この様式は、原則として、参考様式第２９及び参考様式第３２の別添２に記載した細要素事業ごと
に作成してください。
※ 「全体事業費」は、細要素事業（当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。）について、
全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。
※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。

参考様式第２９及び参考様式第３２の別添３
市街地復興効果促進事業の概要を示す書類
事業番号

★ Ｄ 15 -

要綱上の
事業名称

復興地域づくり加速化事業

2

- 10

細要素事業名 津波復興拠点（野蒜北部丘陵地区）消防水利施設整備事業
全体事業費

9,804（千円）

【事業概要】
本事業は、野蒜地域に不足している防災機能や観光交流・地域交流機能を一体的に発
揮する一団地の津波復興拠点の整備を進めるに当たり、防火対策として消防法に基づき
必要となる消防水利施設（防火水槽）を整備するもの。
【基幹事業との関連性】
本事業は、津波復興拠点整備事業の事業区域内に消防水利施設の整備を行うものであ
る。基幹事業である津波復興拠点整備事業と一体的に整備を行うことで、基幹事業の実
施効果を促進する。
【事業予算内訳】
津波復興拠点（野蒜北部丘陵地区）消防水利施設整備事業
（内訳）
消防水利施設（防火水槽）整備工事一式 9,804千円
※整備基数：1基

9,804千円

以上

※ この様式は、原則として、参考様式第２９及び参考様式第３２の別添２に記載した細要素事業ごと
に作成してください。
※ 「全体事業費」は、細要素事業（当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。）について、
全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。
※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。

参考様式第２９及び参考様式第３２の別添３
市街地復興効果促進事業の概要を示す書類
事業番号

★ Ｄ 17

要綱上の
事業名称

（9）市街地整備事業予定地区の盛土材確保事業

-

6

-

1/2

6

細要素事業名 東松島市盛土材確保事業
全体事業費

617,272（千円）

【調査・設計】47,053(千円）※今回申請
【土取り場整備工事】570,219（千円）

【事業概要】
大曲浜地区の被災市街地復興土地区画整理事業をはじめとした復旧・復興事業において、相当量の
盛土材の需要が見込まれている。しかし、盛土材の供給量（民間）不足や、単価高騰による事業費の
増大が今後大きな課題となってくる。これらを踏まえ、本事業は、市有地等からの土砂採取により、
盛土材の供給不足の解消や盛土材の調達費削減を可能とすべく、盛土材を調達する土取り場を整備す
るもの。今回申請では、土取り場整備に向けた採取場所の可能性調査を行う。
○市内にて今後必要となる盛土材量
385万㎥
○市内既存土取り場からの盛土材残存想定量 268万㎥（117万㎥の不足が予期される）
○今回調査予定の採取場からの採取可能な想定盛土材量 130万㎥
①矢本区域：想定採取土量100万㎥、採取場予定面積A=15.0ha （市単独費による用地取得）
②鳴瀬区域：想定採取土量 30万㎥、採取場予定面積A= 7.8ha （既市有地）
【基幹事業との関連性】
大曲浜地区被災市街地復興土地区画整理事業等、本市で進められている復旧・復興事業において、
より安価な盛土材の確保は喫緊の課題である。本事業により盛土材確保を図ることで、労務単価や材
料費の高騰による事業費増大に対する削減効果が期待できるほか、被災市街地復興土地区画整理事業
等の事業進捗を円滑にし、事業の実施効果を促進する。
【今回実施事業によるコスト縮減額】
採取場所

１．矢本区域
２．鳴瀬区域
合計

想定採取土量（㎥）

購入土単価（円/

㎥）
購入土費用（千円)

搬入土単価（円/㎥）

1,000,000

5,184

5,184,000

3,520

300,000

5,184

1,555,200

3,520

1,300,000

―

6,739,200

―

搬入土費用（千円） コスト縮 減 額 （千 円 ）

3,520,000
1,056,000
4,576,000

1,664,000
499,200
2,163,200

※想定採取土量は、予定採取場所の面積等に基づいて試算。
※購入土単価は、15年4月宮城県単価（石巻地域）を参照。搬入土単価は、運搬距離8.5ｋｍにて試算。

【事業予算内訳】
東松島市盛土材確保事業 617,272千円（①＋②）
（内訳）
①調査設計（可能性調査）47,053千円 ※今回申請
②樹木伐採（246,240千円）、 土取り場（道路等）整備（323,979千円）計570,219千円
（単位：千円）
（内訳）別添設計書参照
項目
委託費内訳
摘要
調査業務
測量業務
設計業務
業務価格 計
消費税相当額
委託費計

7,962
8,151
27,455
43,568
3,485
47,053

※概算

ボーリング等

土取計画等

（８％）

以上
※
※
※

この様式は、原則として、参考様式第２９及び参考様式第３２の別添２に記載した細要素事業ごと
に作成してください。
「全体事業費」は、細要素事業（当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。）について、
全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。
細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。

参考様式第２９及び参考様式第３２の別添３
市街地復興効果促進事業の概要を示す書類
事業番号

★ Ｄ 17

要綱上の
事業名称

（9）市街地整備事業予定地区の盛土材確保事業

-

6

-

2/2

6

細要素事業名 東松島市盛土材確保事業
全体事業費

617,272（千円）

【調査・設計】47,053(千円）※今回申請
【土取り場整備工事】570,219（千円）

【事業位置図】

①調査予定箇所
15.0ha

②調査予定箇所
7.8ha

※
※
※

この様式は、原則として、参考様式第２９及び参考様式第３２の別添２に記載した細要素事業ごと
に作成してください。
「全体事業費」は、細要素事業（当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。）について、
全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。
細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。

参考様式第２９及び参考様式第３２の別添３
市街地復興効果促進事業の概要を示す書類
事業番号

★ Ｄ 23 -

要綱上の
事業名称

復興地域づくり加速化事業

2

1/1

- 81

細要素事業名 野蒜北部丘陵地区小規模コミュニティ施設整備事業
全体事業費

91,137（千円）

【平成27年度】39,137千円（今回申請分：22,058千円）
【平成28年度】52,000千円 ※概算

【事業概要】
・東日本大震災に伴う津波により甚大な被害を受けた野蒜地区では、高台である野蒜
北部丘陵に新市街地を整備し、防災集団移転等を行う予定である。
・しかし、高台への集団移転に伴い、旧野蒜市街地区との地域コミュニティが分断さ
れることが懸念され、野蒜地区全体としての地域コミュニュティを維持・形成して
いくことが課題となっている。また、その地域コミュニティの分断を懸念し、高台
移転に対し、躊躇する高齢者の方々が増加傾向にある。
・また、野蒜地区の子ども達は、運動可能な広場の不足等により、肥満や体力低下が
顕著であり、震災に起因する不登校等、心のケアを必要とする児童・生徒も多い。
・以上を踏まえ、本事業は、野蒜地区の地域コミュニティ維持や子ども達の肥満解消、
心のケア対策を目的とした小規模コミュニティ施設を整備するもの。
・今回申請では、コミュニティ施設の整備にあたり、基本計画業務を行う。なお、当
該施設整備にあたり、特別名勝松島地区内であることから、文化庁の現状変更許可
が必要となるため、基本計画策定時に文化庁との協議が必要となる。
【基幹事業との関連性】
本事業は、野蒜北部丘陵地区への移転者（野蒜地区）のコミュニティを維持・形成
していくため、コミュニティ施設を整備するもの。これにより、防集団地住民等の生
活環境を整備し、防災集団移転促進事業の事業効果を促進する。
【事業予算内訳】
野蒜北部丘陵地区小規模コミュニティ施設整備事業 91,137千円
（内訳）
野蒜北部丘陵地区小規模コミュニティ施設整備事業
（１）平成27年度
①基本計画
22,058千円 ※今回申請
②測量・実施設計
17,079千円（概算）
（２）平成28年度
①本工事
52,000千円（概算）

※別添設計書参照
項目
基本計画
測量・実施設計
本工事
計

（単位：千円）

業務費

摘
22,058
17,079
52,000
91,137

要
概算
概算

備
考
H27.7～Ｈ27.10
H27.11～H28.3
H28.4～Ｈ28.12

以上
※ この様式は、原則として、参考様式第２９及び参考様式第３２の別添２に記載した細要素事業ごと
に作成してください。
※ 「全体事業費」は、細要素事業（当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。）について、
全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。
※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。

参考様式第２９及び参考様式第３２の別添３
市街地復興効果促進事業の概要を示す書類
事業番号
要綱上の
事業名称

★ Ｄ 15 -

2

1/1

- 11

復興地域づくり加速化事業

細要素事業名 観光交流物産センター整備事業（建築工事・施工監理）
全体事業費 131,281（千円）
【事業概要】
野蒜北部丘陵地区では、有事の際も都市機能を維持するための施設を集約し、津波復興
拠点を整備する。これに併せ、本事業は、東日本大震災により被災した奥松島観光情報セ
ンターを「観光交流物産センター」として同地区に移転新築するもの。なお、今回申請事
業では、観光交流物産センターの建築工事及び施工管理を行う。
同センターは、奥松島観光の玄関口であるJR仙石線・野蒜駅に隣接することから、平時
は観光物産の拠点施設としての機能を有する。一方、有事の際は、津波復興拠点と一体的
に機能発揮し、避難者の収容や支援物資の保存等を行うもの。
【基幹事業との関連性】
基幹事業である津波復興拠点整備事業では、有事の際も都市機能を維持する施設を野蒜
北部丘陵地区に集約して整備する。同地区に観光交流物産センターを整備することで、有
基幹事業と一体的に避難者を収容するとともに支援物資の保存等を行うもの。
これにより、津波復興拠点の機能強化を図り、津波復興拠点整備事業の実施効果を促進す
る。
【事業予算内訳】
観光交流物産センター整備事業（建築工事・施工監理）131,281千円（①＋②）
（内訳）
平成27年度分
①建設工事
127,781千円
②施工管理
3,500千円
※当該観光交流物産センター整備事業における基本設計や実施設計については、以下
事業にて実施。
○★D15-2-1（平成26年度分）
・基本設計
申請額： 6,264千円
・実施設計
申請額： 6,934千円
合計
申請額：13,198千円
以上

※ この様式は、原則として、参考様式第２９及び参考様式第３２の別添２に記載した細要素事業ごと
に作成してください。
※ 「全体事業費」は、細要素事業（当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。）について、
全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。
※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。

参考様式第２９及び参考様式第３２の別添３
市街地復興効果促進事業の概要を示す書類
事業番号

★ Ｄ 17 -

要綱上の
事業名称

(11)飲用水供給施設・排水施設整備事業

6

-

1/2

7

細要素事業名 被災市街地復興土地区画整理事業（大曲浜地区）関連・上水道整備事業
全体事業費

353,386(千円)

【平成27年度】177,980千円 ※今回申請
【平成28年度以降】175,406千円 ※概算

【事業概要】
東日本大震災により甚大な被害を受けた大曲浜地区は、従前の住居系用地から産業系
用地へ土地利用の転換を図り、被災市街地復興土地区画整理事業にて、土地の造成、画
地の再編等を行っている。本事業は、土地区画整理事業の進捗に伴い、良好な産業用地
や公共施設用地を創出するため、基幹事業と一体的に、給水管等の上水道施設を整備す
るもの。
（工事概要）
・水道管敷設（φ150）
・水道管敷設（φ100）

L=3,943m （うち平成27年度分
L=4,955m （うち平成27年度分

L=2,158m）
L=2,216m）

【基幹事業との関連性】
本事業は、基幹事業（被災市街地復興土地区画整理事業）施行地区内において上水道
施設を整備するものである。本事業と基幹事業は、一体的に進めることが不可欠であり、
本事業の実施により大曲浜地区全体の事業の促進に寄与する。
【事業予算内訳】
被災市街地復興土地区画整理事業（大曲浜地区）関連・
上水道整備事業 353,386千円（①＋②）
（内訳）
①平成27年度分 ※今回申請
上水道整備工事一式 177,980千円
②平成28年度以降 ※概算
上水道整備工事一式 175,406千円
以上

※ この様式は、原則として、参考様式第２９及び参考様式第３２の別添２に記載した細要素事業ごと
に作成してください。
※ 「全体事業費」は、細要素事業（当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。）について、
全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。
※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。

参考様式第２９及び参考様式第３２の別添３
市街地復興効果促進事業の概要を示す書類
事業番号

★ Ｄ 17 -

要綱上の
事業名称

(11)飲用水供給施設・排水施設整備事業

6

-

2/2

7

細要素事業名 被災市街地復興土地区画整理事業（大曲浜地区）関連・上水道整備事業
全体事業費

353,386(千円)

【平成27年度】177,980千円 ※今回申請
【平成28年度以降】175,406千円 ※概算

【位置図】

大曲浜地区

※ この様式は、原則として、参考様式第２９及び参考様式第３２の別添２に記載した細要素事業ごと
に作成してください。
※ 「全体事業費」は、細要素事業（当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。）について、
全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。
※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。

参考様式第２９及び参考様式第３２の別添３
市街地復興効果促進事業の概要を示す書類
事業番号

★ Ｄ 17 -

要綱上の
事業名称

復興地域づくり加速化事業

6

-

8

1/2

細要素事業名 被災市街地復興土地区画整理事業（大曲浜地区）関連・消防水利施設整備事業
全体事業費

【平成27年度】14,463千円 ※今回申請
【平成28年度以降】16,187千円 ※概算

30,650(千円)

【事業概要】
東日本大震災により甚大な被害を受けた大曲浜地区は、従前の住居系用地から産業系
用地へ土地利用の転換を図り、被災市街地復興土地区画整理事業にて、土地の造成、画
地の再編等を行っている。本事業は、土地区画整理事業の進捗に伴い、良好な産業用地
や公共施設用地を創出するため、基幹事業と一体的に、防火対策として消防法に基づき
必要となる消防水利施設を整備するもの。
（工事概要）
①防火水槽
②消火栓

N=2箇所
N=11箇所

（うち平成27年度分 N=1箇所）
（うち平成27年度分 N=4箇所）

【基幹事業との関連性】
本事業は、基幹事業（被災市街地復興土地区画整理事業）施行地区内において消防水
利施設を整備するものである。本事業と基幹事業は、一体的に進めることが不可欠であ
り、本事業の実施により大曲浜地区全体の事業の促進に寄与する。
【事業予算内訳】
被災市街地復興土地区画整理事業（大曲浜地区）関連
消防水利施設整備事業 30,650千円（①＋②）
（内訳）
①平成27年度分 ※今回申請
消防水利施設整備工事一式
②平成28年度以降 ※概算
消防水利施設整備事業一式

14,463千円
16,187千円
以上

※ この様式は、原則として、参考様式第２９及び参考様式第３２の別添２に記載した細要素事業ごと
に作成してください。
※ 「全体事業費」は、細要素事業（当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。）について、
全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。
※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。

参考様式第２９及び参考様式第３２の別添３
市街地復興効果促進事業の概要を示す書類
事業番号

★ Ｄ 17 -

要綱上の
事業名称

復興地域づくり加速化事業

6

-

2/2

8

細要素事業名 被災市街地復興土地区画整理事業（大曲浜地区）関連・消防水利施設整備事業
全体事業費

30,650(千円)

【平成27年度】14,463千円 ※今回申請
【平成28年度以降】16,187千円 ※概算

【工事概要図】

大曲浜地区

※ この様式は、原則として、参考様式第２９及び参考様式第３２の別添２に記載した細要素事業ごと
に作成してください。
※ 「全体事業費」は、細要素事業（当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。）について、
全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。
※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。
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㸦ᙜヱタࡢ㑇ᵓಖᏑࡢ⪃࠼᪉ࡘ࠸࡚㸧
  ⯆ࡲࡕ࡙ࡃࡾࡢ㛵㐃ᛶ
  ࣭ࠕᮾᯇᓥᕷ⯆ࡲࡕ࡙ࡃࡾィ⏬ࠖ࠾࠸࡚ࠊᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡢグ᠈ࢆḟୡ௦⥅ᢎࡍࡃ㜵
   ⅏Ꮫ⩦ࡢሙࢆタࡅࡿࡇࢆᐃࡵ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢྲྀ⤌ࡳࡋ࡚ᙜヱタࢆ㟈⅏㑇ᵓࡋ࡚ಖᏑ
   ᩚഛࡍࡿࡶࡢࠋࡲࡓࠊᮏᖺ᭶ࡢ-5▼⥺᪂㔝ⵛ㥐ࡢ㛤㏻ࡸࠊ㔝ⵛ㒊ୣ㝠ᅋᆅࡢ㐀ᡂ
   ಀࡿ࣋ࣝࢺࢥࣥ࣋᧔ཤ࡞ࠊ㔝ⵛᆅᇦ࠾ࡅࡿ⯆ᴗࡢぢ㏻ࡋࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᮏᴗࢆ⾜
   ࠺ࡶࡢࠋ
  ⥔ᣢ⟶⌮ࢆྵࡵࡓ㐺ษ࡞㈝⏝㈇ᢸࡢ࠶ࡾ᪉
  ࣭㑇ᵓࡢ⥔ᣢ⟶⌮㈝ࡣࠊ⣙㸦ᖺ㛫㸧ᐃࡋ࡚࠾ࡾࠊᮏᕷࡢ༢⊂㈝࡚㈇ᢸࡍࡿࠋ
  ఫẸ࣭㛵ಀ⪅㛫ࡢྜព
 ࣭ᙜヱタࡢ㑇ᵓಖᏑ㛵ࡍࡿࣃࣈࣜࢵࢡࢥ࣓ࣥࢺ㸦ᮏᖺ㹼᭶ᐇ㸧࠾࠸࡚ࠊᕷẸࡽ
   ㈶ྠ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡶࡢࠋᮏᕷࡀ⮬ᕫࡢ㈐௵࠾࠸࡚ࠊ⥔ᣢ⟶⌮㐠Ⴀࡋ࡚࠸ࡃࠋ
 ͤᙜヱ㑇ᵓタࡣࠊᐑᇛ┴㟈⅏㑇ᵓ᭷㆑⪅㆟࠾࠸࡚ࠊ◚ቯຊࡢ㊧ࡸᩍカࠊⓎಙຊࡢほⅬ
  ࡽࠊ㟈⅏㑇ᵓࡋ࡚ಖᏑࡍࡿព⩏ࡀㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ͤᙜヱ㑇ᵓタࡢ⌧ᡤ᭷⪅࡛࠶ࡿ-5ᮾ᪥ᮏᮏᕷࡢ㛫࠾࠸࡚ࠊ᪤᪉᭷ൾㆡΏࡘ࠸࡚
  ྜព῭ࡳࠋࡲࡓࠊ㈙ዎ⣙ಀࡿᡭ⥆ࡁࡲ࡛ࡢ㛫ࡘ࠸࡚ࡣࠊ↓ൾ㈚࡛ࡁࡿ᪨ࠊ᪉
  ྜព῭ࡳࠋ

㸦ᖹᡂᖺᗘࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝணᐃ㸧
  +ᖺ㹼᭶ ᐇタィᴗົ +ᖺ㹼+ᖺ᭶ᩚഛᕤ
㸦ᙜヱタつᶍ㸧
 ࣭ᩜᆅ㠃✚ ੍
 ࣭ᩚഛෆᐜ 㥐ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࡢ⿵ᙉ࣭ಟ⧋ᕤࠊࣇ࢙ࣥࢫタ⨨➼㸦ึᮇ㈝⏝ࡢࡳ㸧
 ࣭ᴗ㈝  ༓ ͤ᧔ཤ㈝┦ᙜ㢠༓
              㸦ゎయ㈝༓ࠊ⏘ᗫฎศ㈝༓ࠊᾘ㈝⛯༓㸧 
࠙ᇶᖿᴗࡢ㛵㐃ᛶࠚ
 ᙜヱ㟈⅏㑇ᵓタ㞄᥋ࡋ࡚ᩚഛࡍࡿ⛣㌿ඖᆅࢆά⏝ࡋࡓ㸦௬⛠㸧㟈⅏࣓ࣔࣜࣝࣃ࣮ࢡࡸ
㸦௬⛠㸧㟈⅏ఏᢎ㤋ࢆ୍యⓗᩚഛࡍࡿࡇࡼࡾࠊᙜヱ༊ᇦࢆᮏᕷࡢ㏣♳ᛕ࢚ࣜࡋ࡚ࠊ
㟈⅏ࡼࡿὠἼࡢ⅏⚝ࢆࠊᚋୡࢃࡓࡾಖᏑࠊఏᢎࡋ࡚࠸ࡃࠋࡑࢀࢆ௨࡚ࠊ㟈⅏ࡢᩍカࢆάࡋ
ࡓேࠎࡢ㜵⅏ព㆑ࡢ㔊ᡂࡸᮏᕷࢆゼࢀࡿὶேཱྀࡢฟ࡞ࠊ⯆ࡲࡕ࡙ࡃࡾࡢಁ㐍ᐤࡍࡿ
㜵⅏㞟ᅋ⛣㌿ඖᆅࡢ✚ᴟⓗ࡞ά⏝ࡀᅗࡽࢀࡿࠋ
࠙ᴗண⟬ෆヂࠚ
 యᴗ㈝  ༓
 㸦ෆヂ㸧
  ࣭ᐇタィ㈝ ༓ ͤᅇ⏦ㄳ             
  ࣭ᕤ㈝   ༓ ͤᴫ⟬
                                        ௨ୖ

ͤ ࡇࡢᵝᘧࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ࠊཧ⪃ᵝᘧ➨㸰㸷ཬࡧཧ⪃ᵝᘧ➨㸱㸰ࡢูῧ㸰グ㍕ࡋࡓ⣽せ⣲ᴗࡈ
సᡂࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ͤ ࠕయᴗ㈝ࠖࡣࠊ⣽せ⣲ᴗ㸦ᙜヱ⣽せ⣲ᴗ୍యྍศ࡞ᴗࢆྵࡴࠋ㸧ࡘ࠸࡚ࠊ
యᴗᮇ㛫ࢆ㏻ࡌ࡚ࡢ࡚ࡢᴗ㈝ࢆグ㍕ࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠋ
ͤ ⣽せ⣲ᴗࡢᴫせࢆ♧ࡍᅗ㠃ࢆῧࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠋ

ཧ⪃ᵝᘧ➨㸰㸷ཬࡧཧ⪃ᵝᘧ➨㸱㸰ࡢูῧ㸱
ᕷ⾤ᆅ⯆ຠᯝಁ㐍ᴗࡢᴫせࢆ♧ࡍ᭩㢮
ᴗ␒ྕ

 ۻ㹂  

せ⥘ୖࡢ
ᴗྡ⛠

⿕⅏⪅ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸάືᨭᴗ





 

⣽せ⣲ᴗྡ 㸦௬⛠㸧㟈⅏࣓ࣔࣜࣝࣃ࣮ࢡᩚഛᴗ
యᴗ㈝

㸦༓㸧

ᐇタィ㈝༓ͤᅇ⏦ㄳ
ᕤ㈝༓ͤᴫ⟬

࠙ᴗᴫせࠚ
 ᮏᕷࡣࠊᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡼࡾ⏒࡞⿕ᐖࢆཷࡅࡓ㹈㹐ᪧ㔝ⵛ㥐ࣉࣛࢵࢺ࣮࣒࣍ࢆࠊ㟈
⅏ࡢ⤒㦂ᩍカࢆᚋୡᘬࡁ⥅ࡂࠊ㜵⅏ព㆑ࡢ㔊ᡂࢆᅗࡿࡓࡵࡢ㇟ᚩⓗ࡞タࡋ࡚
ࠕ㟈⅏㑇ᵓࠖᣦᐃࡋᩚഛࡍࡿࠋ
 ࡑࢀేࡏࠊࠕ㟈⅏㑇ᵓࠖ㞄᥋ࡍࡿ㜵⅏㞟ᅋ⛣㌿ඖᆅࢆά⏝ࡋࠊᕷෆእࡽゼࢀࡿ
ேࡀࠊᮍ᭯᭷ࡢ⿕ᐖࢆࡶࡓࡽࡋࡓ㟈⅏ࡼࡗ࡚≛≅࡞ࡗࡓ᪉ࠎࡸࠊࡘ࡚ࡢࡲࡕࡢ㈰
ࢃ࠸ᛮ࠸ࢆ㥅ࡏࠊ㙠㨦㏣ࡢពࢆ㎸ࡵࡓ♳ࡾࠊᡭࢆྜࢃࡏࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ࣓ࣔࣜ
ࣝ࡞ሙࡋ࡚⥳ᆅᩚഛࡍࡿࡓࡵࡢᐇタィᴗົࢆ⾜࠺ࡶࡢࠋ

㸦ᖹᡂᖺᗘࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝணᐃ㸧
  㹼᭶ ᐇタィᴗົ
  㹼᭶ᩚഛᕤ

㸦ᙜヱタつᶍ㸧
 ࣭ᩜᆅ㠃✚ ੍㸦༢౯㸸㸭੍㸧
 ࣭ᩚഛෆᐜ ᗈሙᩚഛ㸦ᅬ㊰ࠊ᳜᱂ྵࡴ㸧ࠊఇ᠁ࢫ࣮࣌ࢫタ⨨
  ͤᙜヱタࡢᩚഛ⏝ᆅࡣࠊ㜵㞟⛣㌿ඖᆅ࡛࠶ࡾࠊ㈙ྲྀ῭ࡳ࡛࠶ࡿࠋ୍㒊-5ᮾ᪥ᮏࡢ
   ᡤ᭷࡞ࡗ࡚࠸ࡿ⟠ᡤࡀ࠶ࡿࡀࠊᕷഃࡢㆡΏࡘ࠸࡚᪉ྜព῭ࠋᡭ⥆ࡁ
   ࡲ࡛ࡢ㛫ࡘ࠸࡚ࡣ↓ൾ࡚㈚ࡍࡿ᪨᪉ྜព῭࡛࠶ࡿࠋ

࠙ᇶᖿᴗࡢ㛵㐃ᛶࠚ
 㟈⅏ࡼࡿὠἼࡢ⅏⚝ࢆࠊᚋୡࢃࡓࡾಖᏑ࣭ఏᢎࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢࠕ㟈⅏㑇ᵓࠖే
ࡏࠊ㞄᥋ࡍࡿ㜵⅏㞟ᅋ⛣㌿ඖᆅࢆࠊ㙠㨦⯆♳ᛕࡢ㇟ᚩࡋ࡚ࠊ࿘ࡾࡢ႖㦁୍⥺ࢆ
⏬ࡋ㟼ⓗ࡞✵㛫ࢆฟࡍࡿࡓࡵ⥳ᆅᩚഛࡍࡿࡇ࡛✚ᴟⓗ࡞ά⏝ࢆᅗࡿࠋ
 ᬽࡽࡋࡸ⏕ᴗࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࡞ࠊேࠎࡢ≀ᚰ୧㠃ィࡾ▱ࢀ࡞࠸⿕ᐖࢆࡶࡓࡽࡋࡓ
㟈⅏ࡢグ᠈ࢆㄒࡾࠊᛮ࠸ࢆඹ᭷ࡍࡿሙࠊ㟈⅏࡛≛≅࡞ࡗࡓேࠎࡢ㙠㨦⯆ࢆ♳ᛕࡍ
ࡿᚰࡢࡼࡾࡇࢁࠊ㟈⅏ࡢᩍカࢆ㜵⅏ᩍ⫱άࡋ㜵⅏ព㆑ࡢ㔊ᡂᐤࡍࡿሙࡋ࡚ࠊ
ேࠎࡀ㞟࠸ࠊὶேཱྀࢆฟࡋࠊ⛣㌿ඖᆅࡢ✚ᴟⓗ࡞ά⏝ࢆᅗࡾࠊ⿕⅏ᆅᇦࡢࢥ࣑ࣗࢽ
ࢸࡢ⏕άᛶࡘ࡞ࡆࡿࠋ

࠙ᴗண⟬ෆヂࠚ
 యᴗ㈝  ༓
 㸦ෆヂ㸧
  ࣭ᐇタィ㈝ ༓ ͤᅇ⏦ㄳ             
  ࣭ᕤ㈝   ༓ ͤᴫ⟬

ͤ ࡇࡢᵝᘧࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ࠊཧ⪃ᵝᘧ➨㸰㸷ཬࡧཧ⪃ᵝᘧ➨㸱㸰ࡢูῧ㸰グ㍕ࡋࡓ⣽せ⣲ᴗࡈ
సᡂࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ͤ ࠕయᴗ㈝ࠖࡣࠊ⣽せ⣲ᴗ㸦ᙜヱ⣽せ⣲ᴗ୍యྍศ࡞ᴗࢆྵࡴࠋ㸧ࡘ࠸࡚ࠊ
యᴗᮇ㛫ࢆ㏻ࡌ࡚ࡢ࡚ࡢᴗ㈝ࢆグ㍕ࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠋ
ͤ ⣽せ⣲ᴗࡢᴫせࢆ♧ࡍᅗ㠃ࢆῧࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠋ

ཧ⪃ᵝᘧ➨㸰㸷ཬࡧཧ⪃ᵝᘧ➨㸱㸰ࡢูῧ㸱
ᕷ⾤ᆅ⯆ຠᯝಁ㐍ᴗࡢᴫせࢆ♧ࡍ᭩㢮
ᴗ␒ྕ

 ۻ㹂  

せ⥘ୖࡢ
ᴗྡ⛠

⯆ᆅᇦ࡙ࡃࡾຍ㏿ᴗ





 

⣽せ⣲ᴗྡ 㸦௬⛠㸧㟈⅏ఏᢎ㤋ᩚഛᴗ
యᴗ㈝

㸦༓㸧

ᐇタィ㈝༓ͤᅇ⏦ㄳ
ᕤ㈝༓ͤᴫ⟬

࠙ᴗᴫせࠚ
 ᮏᕷࡣࠊᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡼࡾ⏒࡞⿕ᐖࢆཷࡅࡓ㹈㹐ᪧ㔝ⵛ㥐ࣉࣛࢵࢺ࣮࣒࣍ࢆࠊ㟈
⅏ࡢ⤒㦂ᩍカࢆᚋୡᘬࡁ⥅ࡂࠊ㜵⅏ព㆑ࡢ㔊ᡂࢆᅗࡿࡓࡵࡢ㇟ᚩⓗ࡞タࡋ࡚
ࠕ㟈⅏㑇ᵓࠖᣦᐃࡋᩚഛࡍࡿࠋ
 ᮏᴗࡣࠊࠕ㟈⅏㑇ᵓࠖ㞄᥋ࡍࡿ᪤Ꮡබඹタࢆά⏝ࡋࠊࠕ㟈⅏๓ࡢࡘ࡚ࡢேࠎ
ࡢࡃࡽࡋࡸ⏕ᴗࠊࡲࡕࡢ㢼ᬒࠖࠕ㟈⅏ࡢグ᠈ࠖࠕ㟈⅏ᚋࡢ⯆ࡲࡕ࡙ࡃࡾࡢ㐨⛬ࠖࠊ
㟈⅏๓ࡽࠊࡑࡋ࡚ᮍ᮶ࡢṌࡳ㛵ࡍࡿグ㘓ࠊሗࢆ୍యⓗಖᏑ࣭ᒎ♧ࡍࡿࡇ
࡛ࠊᕷෆእࡽゼࢀࡿேࠎࡑࡢ⤒㦂ᩍカࢆఏ࠼ࠊ㟈⅏㑇ᵓࢆ୰ᚰࡋࡓ㜵⅏㞟ᅋ⛣
㌿ඖᆅࡢά⏝ཬࡧ⯆ࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾࡢຍ㏿ࢆᅗࡿࡓࡵࠊ㸦௬⛠㸧㟈⅏ఏᢎ㤋ཬࡧ
ᖏࡍࡿ㥔㌴ሙࢆᩚഛࡍࡿࡓࡵࡢᐇタィᴗົࢆ⾜࠺ࡶࡢࠋ


㸦ᖹᡂᖺᗘࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝணᐃ㸧
  ձ㸦௬⛠㸧㟈⅏ఏᢎ㤋       ղ㥔㌴ሙ
   㹼᭶ ᐇタィᴗົ         㹼᭶ ᐇタィᴗົ
   㹼᭶ᩚഛᕤ           㹼᭶ᩚഛᕤ

㸦ᙜヱタつᶍ㸧
 ࣭ᩜᆅ㠃✚੍ࠊᘓ≀ᗋ㠃✚੍ࠊᕤ㠃✚੍ࠊ㥔㌴ሙ㠃✚੍
  ͤ᪤Ꮡබඹタࢆά⏝ࡍࡿࡓࡵࠊᮏᴗ࡛ࡣᙜヱタෆࡢෆᕤࡸᒎ♧ᕤࢆ⾜
࠺ࡶࡢࠋ㥔㌴ሙࡘ࠸࡚ࡣࠊᩚഛணᐃࡢ㟈⅏㑇ᵓࡸ㟈⅏࣓ࣔࣜࣝࣃ࣮ࢡඹ᭷
ࡍࡿࠋ

࠙ᇶᖿᴗࡢ㛵㐃ᛶࠚ
 ࠕ㟈⅏㑇ᵓࠖేࡏࠊ㜵⅏㞟ᅋ⛣㌿ඖᆅࢆά⏝ࡋࠊ㸦௬⛠㸧㟈⅏ఏᢎ㤋ཬࡧ࣓ࣔࣜ
ࣝࣃ࣮ࢡࢆ୍యⓗᩚഛࡍࡿࠋ
 㟈⅏ࡼࡿὠἼࡢ⅏⚝ࢆࠊᚋୡࢃࡓࡾಖᏑࠊఏᢎࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡛ࠊ㟈⅏ࡢᩍカࢆά
ࡋࡓேࠎࡢ㜵⅏ព㆑ࡢ㔊ᡂࡸᮏᕷࢆゼࢀࡿὶேཱྀࡢฟ࡞ࠊ⯆ࡲࡕ࡙ࡃࡾࡢಁ
㐍ᐤࡍࡿ㜵⅏㞟ᅋ⛣㌿ඖᆅࡢ✚ᴟⓗ࡞ά⏝ࢆᅗࡿࠋ

࠙ᴗண⟬ෆヂࠚ
 యᴗ㈝   ༓
 㸦ෆヂ㸧
  ࣭ᐇタィ㈝ ༓ ͤᅇ⏦ㄳ             
   ձ㸦௬⛠㸧㟈⅏ఏᢎ㤋ᐇタィᴗົ ༓
   ղ㥔㌴ሙᐇタィᴗົ        ༓
  ࣭ᕤ㈝   ༓ ͤᴫ⟬
ձ㸦௬⛠㸧㟈⅏ఏᢎ㤋ᩚഛᕤ㈝   ༓
   ղ㥔㌴ሙᩚഛᕤ㈝         ༓
௨ୖ
ͤ ࡇࡢᵝᘧࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ࠊཧ⪃ᵝᘧ➨㸰㸷ཬࡧཧ⪃ᵝᘧ➨㸱㸰ࡢูῧ㸰グ㍕ࡋࡓ⣽せ⣲ᴗࡈ
సᡂࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ͤ ࠕయᴗ㈝ࠖࡣࠊ⣽せ⣲ᴗ㸦ᙜヱ⣽せ⣲ᴗ୍యྍศ࡞ᴗࢆྵࡴࠋ㸧ࡘ࠸࡚ࠊ
యᴗᮇ㛫ࢆ㏻ࡌ࡚ࡢ࡚ࡢᴗ㈝ࢆグ㍕ࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠋ
ͤ ⣽せ⣲ᴗࡢᴫせࢆ♧ࡍᅗ㠃ࢆῧࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠋ

参考様式第２９及び参考様式第３２の別添３
市街地復興効果促進事業の概要を示す書類
事業番号

★ Ｄ 23 -

要綱上の
事業名称

（５）移転促進区域が含まれる区域の土地利用計画策定調査事業

2

1/2

- 85

細要素事業名 東名運河南移転元地活用基本計画策定事業（測量・基本設計）
全体事業費

10,600（千円）

【事業概要】
東日本大震災に伴う津波により甚大な被害を受けた野蒜地区では、高台である野蒜
北部丘陵に新市街地を整備し、防災集団移転等の事業が進捗している。
野蒜地域の防潮堤復旧や道路復旧等のインフラ復旧整備事業が平成３０年度の完了
が見込まれることから、海水浴場等の観光・交流施設を核とした野蒜海岸周辺地域の
観光活用を目的とし、周辺の移転促進区域における移転元地活用を地域住民との合意
形成を図りながら、土地利用計画を策定するもの。
（工程）
基本計画策定業務期間：平成27年9月～平成28年3月末迄
【基幹事業との関連性】
野蒜海岸海水浴場や周辺地域の観光活用を目的とした土地利用計画の策定やそれに
基づく拠点整備により、移転元地の利活用や雇用創出を図り、防災集団移転促進事業
の事業効果を促進する。
【事業予算内訳】
東名運河南移転元地活用基本計画策定事業（測量・基本設計）
10,600千円（①+②+③ ※10万円未満切捨て）
（内訳）
①基本計画
8,695千円
調査地区の設定、条件調査、現地踏査、実態調査、課題設定と前提条件整理、
計画テーマ設定、基本構想作成、実施方策検討、資料作成、設計協議 ほか
②海岸深浅測量 1,145千円
海岸深浅測量は、海水浴場の安全な場所を特定するために実施するもので
あり、具体的には、船舶による音波を使った海底横断測量を行うもの。
③消費税

787千円
以上

※ この様式は、原則として、参考様式第２９及び参考様式第３２の別添２に記載した細要素事業ごと
に作成してください。
※ 「全体事業費」は、細要素事業（当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。）について、
全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。
※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。

参考様式第２９及び参考様式第３２の別添３
市街地復興効果促進事業の概要を示す書類
事業番号

★ Ｄ 23 -

要綱上の
事業名称

（５）移転促進区域が含まれる区域の土地利用計画策定調査事業

2

- 85

2/2

細要素事業名 東名運河南移転元地活用基本計画策定事業（測量・基本設計）
全体事業費

10,600（千円）

【事業位置図】

※ この様式は、原則として、参考様式第２９及び参考様式第３２の別添２に記載した細要素事業ごと
に作成してください。
※ 「全体事業費」は、細要素事業（当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。）について、
全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。
※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。
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