
津波被災地の市街地・居住地復興のための事業規模等①資料１

全壊：
約12万戸

半壊：
約19万戸

沿岸市町村の
建築物被害

建築物被害

地盤の嵩上げを
基本とした

現地での再建

移転を伴う再建

移転もしくは
現地での再建

土地区画整理事業
（区画を整え住宅地・公共施設を整備することに加え地盤を嵩上げ）

津波復興拠点整備事業
（全面買収方式により安全な拠点市街地を整備）

防災集団移転促進事業
（被災宅地の公的買い上げと高台への移転）

漁業集落防災機能強化事業
（漁業集落の嵩上げと高台への移転）

災害公営住宅整備事業

自主再建など

全壊：
約10万戸

半壊：
約14万戸

現地での再建

住み替えもしくは
現地での再建

土地区画整理事業
（区画を整え住宅地・公共施設を整備）

市街地再開発事業
（住宅地の高度利用化）

災害公営住宅整備事業

自主再建など

～主な住宅再建方法～ ～住宅再建のための主な事業手法～
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津波被災地の市街地・居住地復興のための事業規模等②

注）東日本大震災の事業規模等は想定であり、関係者調整等により今後変更の可能性あり

＜参考＞
建築物被害 全壊：約１３万戸（うち沿岸市町村 約１２万戸）、半壊：約２６万戸（うち沿岸市町村 約１９万戸）
仮設住宅等への入居状況 仮設住宅：約４．９万戸、公営住宅等：約１.９万戸、みなし仮設住宅：約６．８万戸

 

 東日本大震災 他の震災事例 

土地区画整理事業      （区画を整え住宅地・公共施設を整備することに加え地盤を嵩上げ）    【阪神・淡路大震災】 

 地区数 ５８地区 ２０地区 

 面積 平均 89.8ha（１０地区の平均） 

（2.6ha～257.1ha） 

平均 12.8ha 

（0.5ha～59.6ha） 

 事業期間 ― 約４年～１５年 

平均約８年 

津波復興拠点整備事業    （全面買収方式により安全な拠点市街地を整備） 

 １７地区 ― 

防災集団移転促進事業    （被災宅地の公的買い上げと高台への移転） 【中越地震】 

 地区数 ２４５地区 ３地区 

 

 

戸数 約１３，０００戸 

平均１００戸 

（１３２地区の合計と平均の戸数） 

１１５戸 

長岡市２７戸、川口町２５戸、 

小千谷市６３戸 

 事業期間 ― 約２年 

漁業集落防災機能強化事業  （漁業集落の嵩上げと高台への移転） 【北海道南西沖地震】 

 地区数 ８２地区 １地区 

戸数 約２６０戸  平均４０戸 

（７地区の合計と平均の戸数） 

１８０戸 

事業期間 ― 約３年 

災害公営住宅整備事業  【阪神・淡路大震災】 

 戸数 ２万戸以上 

岩手県 約５千戸、宮城県 約１万５千戸、 

福島県 未定 

約２万６千戸 

 事業期間 ― 約６年 



津波被災地の市街地・居住地復興のための事業規模等③

【例１ 土地区画整理事業】

20地区
※1

58地区
（想定）

阪神・淡路大震災 東日本大震災
※1 神戸市は13地区（内数）

【例２ 防災集団移転促進事業】

3地区

245地区
（想定）

中越地震 東日本大震災

東日本大震災の特に津波により壊滅的な被害を被った沿岸市町村においては、今後、
膨大な量の復興まちづくり事業が予定されている。

上記事業以外にも、災害公営住宅整備事業（想定2万戸以上）などが予定されている。
＜阪神・淡路大震災 約2.6万戸、中越地震 約350戸＞

注）地区数等は国交省調べ

5市

20市町村

3市町

24市町村



面的整備事業の地区数（第１・２回交付金調査費計上地区）

平成２４年７月２日現在
防災集団移転促進事業 土地区画整理事業 津波復興拠点整備事業 漁業集落防災機能強化事業

地区数 地区数 地区数 地区数

洋野町

久慈市 4

野田村 2 1 1

普代村 2

田野畑村 2

岩泉町 1

宮古市 11 4 2 9

山田町 5 3 1 2

大槌町 5 5 1 2

釜石市 13 5 2 6

大船渡市 5 1

陸前高田市 6 2 2

47 21 8 29

気仙沼市 25 3 1

南三陸町 20 1 2

石巻市 66 9

女川町 14 1 1 5

東松島市 6 2

松島町 3

利府町 2

塩竃市 3 3

七ヶ浜町 6 1

多賀城市

仙台市 1 1

名取市 1 1

岩沼市 1

亘理町 6

山元町 3 2

栗原市

大崎市

登米市

大郷町

涌谷町

美里町

149 23 5 13

新地町 5 1 1

相馬市 8

南相馬市 27

広野町 1

いわき市 3 5 1

楢葉町 5

49 6 2

245 50 15 42

245 58 17 82

※１　想定地区数は、関係者調整等により今後変更の可能性あり

※２　地区数は国交省及び復興庁調べ

（参考）想定地区数

都道府県名 市町村

三県津波被災地計

岩手県

宮城県

福島県

　　　　　　　小計

　　　　　　　小計

　　　　　　　小計



宮古市

・崎山地区防災集団移転促進事業
住宅団地予定戸数：15

・摂待地区漁業集落防災機能強化事業
移転戸数：３

・野原地区都市再生区画整理事業計画案作成事業

・野原地区外防災集団移転

住宅団地予定戸数：350

・田老地区都市再生区画整理事業計画案作成事業

・女遊戸地区漁業集落防災機能強化事業
移転戸数：12

・浦の沢・追切地区漁業集落防災機能強化事業移転戸数：2

・中心市街地津波復興拠点整備事業

・金浜北地区防災集団移転促進事業
住宅団地予定戸数：25

・金浜南地区防災集団移転促進事業
住宅団地予定戸数：75

・法の脇地区防災集団移転促進事業

・津軽石地区津波復興拠点整備事業

・駒形通地防災集団移転促進事業

・赤前上地区防災集団移転促進事業

・赤前下地区防災集団移転促進事業
住宅団地予定戸数：65

・津軽石・赤前地区都市再生
区画整理事業計画案作成事業

・釜ヶ沢地区防災集団移転促進事業

・重茂漁港地区漁業集落防災機能強化事業移転戸数：21

・堀内地区漁業集落防災機能強化事業移転戸数：3

・音部漁港地区漁業集落防災機能強化事業移転戸数：7

・白浜地区漁業集落防災機能強化事業移転戸数：5

・鍬ヶ崎地区都市再生区画整理事業計画案作成事業

・千鶏地区漁業集落防災機能強化事業移転戸数：4

・石浜地区漁業集落防災機能強化事業移転戸数：3

※戸数等は関係者調整等により今後変更の可能性有り



釜石市

・防災集団移転促進事業〈室浜地区〉
移転促進区域の戸数：71戸

・都市再生区画整理事業
（都市再生事業計画案作成事業）〈片岸地区〉

・津波復興拠点整備事業（鵜住居地区）
・都市再生区画整理事業
（都市再生事業計画案作成事業）〈鵜住居地区〉

・漁業集落防災機能強化事業〈室浜地区〉

・防災集団移転促進事業〈根浜地区〉
移転促進区域の戸数：48戸

・防災集団移転促進事業〈箱崎地区〉
移転促進区域の戸数：117戸

・防災集団移転促進事業〈箱崎白浜地区〉
移転促進区域の戸数：34戸

・漁業集落防災機能強化事業〈仮宿地区〉

・防災集団移転促進事業〈桑ノ浜地区〉
移転促進区域の戸数：39戸

・漁業集落防災機能強化事業〈桑ノ浜地区〉

・漁業集落防災機能強化事業〈新浜町地区〉

・防災集団移転促進事業〈尾崎白浜地区〉
移転促進区域の戸数：34戸

・防災集団移転促進事業〈花露辺地区〉
移転促進区域の戸数：17戸

・漁業集落防災機能強化事業〈花露辺地区〉

・防災集団移転促進事業〈桑ノ浜本郷地区〉
移転促進区域の戸数：33戸

・漁業集落防災機能強化事業〈大石地区〉
・防災集団移転促進事業〈荒川地区〉
移転促進区域の戸数：23戸

・防災集団移転促進事業〈唐丹片岸地区〉
移転促進区域の戸数：62戸

・都市再生区画整理事業
（都市再生事業計画案作成事業）〈嬉石松原地区〉

・津波復興拠点整備事業（東部地区）
・都市再生区画整理事業
（都市再生事業計画案作成事業）〈東部地区〉

・都市再生区画整理事業
（都市再生事業計画案作成事業）〈平田地区〉

※戸数等は関係者調整等により今後変更の可能性有り

・防災集団移転促進事業〈両石地区〉

・防災集団移転促進事業〈小白浜地区〉

・防災集団移転促進事業〈佐須地区〉



・防災集団移転促進事業
（集落高台移転計画策定事業）〈港地区〉
移転戸数：24戸

・防災集団移転促進事業
（集落高台移転計画策定事業）〈田の浦地区〉
移転戸数：56戸

・防災集団移転促進事業
（集落高台移転計画策定事業）〈伊里前地区〉
移転戸数：244戸

・防災集団移転促進事業
（集落高台移転計画策定事業）
〈名足地区〉 移転戸数：33戸

・防災集団移転促進事業
（集落高台移転事業）〈馬場・中山地区〉
移転戸数：59戸

・防災集団移転促進事業
（集落高台移転計画策定事業）〈泊浜地区〉
移転戸数：60戸

・防災集団移転促進事業
（集落高台移転計画策定事業） 〈寄木・韮の浜地区〉
移転戸数：69戸

・防災集団移転促進事業
（集落高台移転計画策定事業）〈志津川東地区〉
志津川東・中央・西地区全体の移転戸数：1488戸

・防災集団移転促進事業
（集落高台移転計画策定事業）
〈清水地区〉 移転戸数：100戸

・防災集団移転促進事業
（集落高台移転計画策定事業）〈志津川中央地区〉
志津川東・中央・西地区全体の移転戸数：1488戸

・防災集団移転促進事業
（集落高台移転計画策定事業）〈志津川西地区〉
志津川東・中央・西地区全体の移転戸数：1488戸

・防災集団移転促進事業
（集落高台移転計画策定事業）〈荒砥地区〉
移転戸数：10戸

・防災集団移転促進事業
（集落高台移転計画策定事業）
〈西戸・折立・水戸辺・在郷地区〉
移転戸数：309戸

・防災集団移転促進事業
（集落高台移転計画策定事業）〈津の宮・滝浜地区〉
移転戸数：38戸

・防災集団移転促進事業
（集落高台移転計画策定事業）
〈長清水地区〉 移転戸数：35戸

・防災集団移転促進事業
（集落高台移転促進事業）〈藤浜地区〉
移転戸数：10戸

・津波復興拠点整備事業
〈志津川東地区〉

・津波復興拠点整備事業
〈志津川中央地区〉

・都市再生事業計画案作成事業
〈志津川中央地区〉

・防災集団移転促進事業
（集落高台移転計画策定事業）〈石浜地区〉
移転戸数：10戸

・防災集団移転促進事業
（集落高台移転計画策定事業）
〈館浜地区〉 移転戸数：51戸

・防災集団移転促進事業
（集落高台移転計画策定事業）〈波伝谷地区〉
移転戸数：72戸

・防災集団移転促進事業
（集落高台移転計画策定事業）〈細浦地区〉
移転戸数：38戸

南三陸町

※戸数等は関係者調整等により今後変更の可能性有り



防災集団移転促進事業＜大指地区＞（9戸）

防災集団移転促進事業＜小指地区＞（15戸）

防災集団移転促進事業＜相川・小泊・大室地区＞（48戸）

防災集団移転促進事業＜小室地区＞（15戸）

防災集団移転促進事業＜白浜地区＞（20戸）

防災集団移転促進事業＜立神・長塩谷地区＞（31戸）

防災集団移転促進事業＜月浜地区＞（49戸）

防災集団移転促進事業＜吉浜地区＞（20戸）

防災集団移転促進事業＜追波地区＞（43戸）

防災集団移転促進事業＜二丁谷地地区＞（10戸）

防災集団移転促進事業＜釜谷崎地区＞（11戸） 防災集団移転促進事業＜尾崎地区＞（28戸）

防災集団移転促進事業＜長面地区＞（76戸）

防災集団移転促進事業＜針岡地区＞（24戸）

防災集団移転促進事業＜福地地区＞（17戸）

防災集団移転促進事業＜名振地区＞（33戸）

防災集団移転促進事業＜船越地区＞（49戸）

防災集団移転促進事業＜大須・熊沢地区＞（10戸）

防災集団移転促進事業＜羽坂地区＞（6戸）

防災集団移転促進事業＜桑原地区＞（7戸）

防災集団移転促進事業＜大浜地区＞（23戸）

防災集団移転促進事業＜小島地区＞（15戸）

防災集団移転促進事業＜唐桑地区＞（14戸）

防災集団移転促進事業＜明神地区＞（38戸）
防災集団移転促進事業＜伊勢畑地区＞（73戸）

防災集団移転促進事業＜下雄勝地区＞（70戸）

防災集団移転促進事業＜上雄勝地区＞（66戸）

防災集団移転促進事業＜味噌作地区＞（41戸）

防災集団移転促進事業＜船戸地区＞（104戸）

防災集団移転促進事業＜水浜地区＞（68戸）

防災集団移転促進事業＜分浜地区＞（26戸）

防災集団移転促進事業＜波板地区＞（11戸）

防災集団移転促進事業＜立浜地区＞（29戸）

防災集団移転促進事業＜祝田地区＞（48戸）

防災集団移転促進事業＜佐須地区＞（23戸）

防災集団移転促進事業＜小竹地区＞（19戸）

防災集団移転促進事業＜折浜地区＞（5戸）

防災集団移転促進事業＜蛤浜地区＞（5戸）

防災集団移転促進事業＜月浦地区＞（17戸）

防災集団移転促進事業＜荻浜地区＞（19戸）

防災集団移転促進事業＜小積浜地区＞（10戸）
防災集団移転促進事業＜牧浜地区＞（8戸）

防災集団移転促進事業＜竹浜地区＞（6戸）

防災集団移転促進事業＜狐崎浜地区＞（5戸）

防災集団移転促進事業＜鹿立浜地区＞（11戸）

防災集団移転促進事業＜福貴浦地区＞（18戸）

防災集団移転促進事業＜小網倉浜、清水田浜地区＞（33戸）

防災集団移転促進事業＜泊浜地区＞（18戸）

防災集団移転促進事業＜祝浜地区＞（5戸）

防災集団移転促進事業＜谷川浜地区＞（22戸）

防災集団移転促進事業＜大谷川地区＞（16戸）

防災集団移転促進事業＜餃浦地区＞（18戸）

防災集団移転促進事業＜前網浜地区＞（12戸）

防災集団移転促進事業＜奇磯浜地区＞（10戸）

防災集団移転促進事業＜大原浜地区＞（19戸）

防災集団移転促進事業＜給分浜地区＞（42戸）

防災集団移転促進事業＜小渕浜地区＞（70戸）

防災集団移転促進事業＜鮎川浜地区＞（94戸）

防災集団移転促進事業＜桃浦地区＞（24戸）

防災集団移転促進事業＜十八成浜地区＞（53戸）

防災集団移転促進事業＜釜谷地区＞（53戸）

石巻市（中心市街地を除く）

※戸数等は関係者調整等により今後変更の可能性有り



石巻市中心市街地

新蛇田地区
Ａ≒８８ha
計画戸数 2,000戸

産業系ゾーン（釜大街道地区）
Ａ≒54ha
移転想定戸数 570戸
（土地所有者数）

公園ゾーン（南浜地区）
Ａ≒48ha
移転想定戸数 1,090戸
（土地所有者数）

産業系ゾーン（湊地区）
Ａ≒34ha
移転想定戸数 520戸
（土地所有者数）

新渡波地区
Ａ≒38ha
計画戸数 500戸

防災ゾーン（渡波地区）
Ａ≒11ha
移転想定戸数 250戸
（土地所有者数）

※戸数等は関係者調整等により今後変更の可能性有り
※戸数等は石巻市資料より引用

都市再生区画整理事業（事業計画策定）
防災集団移転促進事業（事業計画策定）

都市再生区画整理事業（事業計画策定）
防災集団移転促進事業（事業計画策定）

都市再生区画整理事業（事業計画策定）

都市再生区画整理事業（事業計画策定）


