
 

 
 

平成24年10月15日 
復 興 事 業 局 

 

 

仙台市復興交付金事業計画の第四次提出について 

 

このたび、「仙台市復興交付金事業計画」の第四次提出の内容を以下のとおり取りまとめまし

た。 

 

１ 申請月日  平成２４年１０月１７日 

２ 申請の概要  事業数：２２事業（新規１０事業・変更１２事業）（別表のとおり） 

         交付申請事業費（市費負担額ベース）：８３７億円 

         交付金申請額：７１２億円 

 

※ 今後、上記内容について国と協議・調整を行い、年内に交付額が決定される見込み 

 

（参考）復興交付金交付申請・決定状況 

申請 交付  

 事業数 金額（千円） 事業数 金額（千円） 

第一次 22 61,811,162 12 40,742,312 

第二次※1 19 21,311,269 15 
36,309,162  

（内 効果促進一括配分5,448,636）

第三次※2 2 1,449,890 2 
  1,453,730  

（内 効果促進一括配分3,840）

第四次 22 71,229,177  

合計※1,2 65  155,801,498 29 78,505,204  

※１ 県の間接補助事業（1事業 申請額1,693,125千円 交付額1,019,400千円）は含みません。 

※２ 県の間接補助事業（1事業 申請額169,200千円 交付額-----千円）は含みません。 

 

資料１ 

（裏面に続く） 



【別表】 

（◆は効果促進事業） 

事 業 名 

全体事業費(千円) 
事 業 概 要 

第4次申請 

対象事業年度 

調査設計

／事業費 

交付申請事業費

(千円) 

(上段：既交付額)

(1) 

震災復興民間文化財発掘調査

助成事業 

        139,322 

震災復興に係る個人専用住宅及

び中小企業等事業者の発掘調査

費用の一部を助成 

H25 事業費 
30,934

43,298

(2) 

災害公営住宅整備事業（公営

住宅整備事業）  

      70,624,810 

自力による住宅確保が困難な被

災者を対象とした災害公営住宅

の整備 

H24～H27 
調査設計・

事業費 

19,828,349

42,906,639

(3) 

◆災害公営住宅併設障害児通

園施設整備事業  

        277,074 

老朽化した市立の障害児親子通

園施設を近隣の災害公営住宅に

併設し移転整備 

H25 事業費 
52,552

187,516

(4) 
防災まちづくり計画策定事業

（補助率1/2）       65,510 

防災まちづくり検討会開催、マニ

ュアル作成、専門家派遣 
H25～H27 事業費 

45,510

20,000

(5) 

下水道事業（浸水対策） 

22,923,500 

 ・原町東部     13,838,000 

  ・蒲生・白鳥    3,270,000 

 ・霞目          5,815,500 

地盤沈下地区の雨水排水対策の

ためのポンプ場・雨水幹線等整備
H24～H25 

調査設計・

事業費 

344,000

4,513,500

(6) 

防災集団移転促進事業（補助

率1/2）  

              1,643,953 

東部沿岸地域の防災集団移転促

進事業の事業計画策定・変更に係

る調査設計・測量 

H25～H27 調査設計費 
795,000

778,502

(7) 
◆荒井地区土地区画整理 

417,000 

被災により境界が移動した画地

の再確定測量、境界ブロック等の

修復 

H25～H26 調査設計費 
248,000

169,000

(8) 

東部復興道路整備事業（(主)

塩釜亘理線外１線） 

   12,041,000 

県道塩釜亘理線等のかさ上げ整

備 
H25～H27 事業費 

629,000

11,412,000

(9) 

◆民間建築物アスベスト対策

支援事業   

              16,400 

被災建築物の解体・改修工事に伴

い飛散のおそれのあるアスベス

ト除去等に要する経費の助成 

H25～H26 事業費 
7,600

8,800

(10) 

下水道事業（東部新市街地雨

水排水施設整備事業） 

4,231,500 

防災集団移転等の移転先となる

新市街地等の雨水排水施設の整

備 

H25 
調査設計・

事業費 

60,562

127,996

(11) 
防災集団移転促進事業（補助

率3/4）         54,423,801 

東部沿岸地域の集団移転先の用

地取得・造成や移転費の助成等 
H26～H27 事業費 

32,766,980

20,964,641

(12) 
優良建築物等整備事業 

820,519 

震災で被災した建築物の建替え

（共同化等）事業への補助 
H25 事業費 

74,300

136,089

(13) 
◆災害公営住宅駐車場整備事

業          577,000 

災害公営住宅に付置する駐車場

の整備 
H25～H27 事業費 

0

577,000

(14) 
災害公営住宅家賃低廉化事業 

                381,240 

入居者収入に応じた低廉な家賃

の設定による家賃負担の軽減 
H25～H27 事業費 

0

381,240



事 業 名 

全体事業費(千円) 
事 業 概 要 

第4次申請 

対象事業年度 

調査設計

／事業費 

交付申請事業費

(千円) 

(上段：既交付額)

(15) 

東日本大震災特別家賃低減事

業 

116,796 

低所得の入居者に対し通常家賃

からさらに減額を行うことによ

る家賃負担の軽減 

H25～H27 事業費 
0

39,041

(16) 

 ◆災害公営住宅入居決定・家

賃システム構築事業 

   12,600 

復興公営住宅募集方法・家賃に対

応する入居者決定・家賃算定・徴

収システム構築 

H24～H25 事業費 
0

12,600

(17) 

住宅・建築物安全ストック形

成事業（がけ地近接等危険住

宅移転事業）②     130,000  

太白区緑ヶ丘四丁目の宅地被害

に伴う居住者自身による移転を

利子補給により支援 

H24～H25 事業費 
0

130,000

(18) 

◆造成宅地滑動崩落緊急対策

事業に係る権利調整支援事業 

               29,694 

造成宅地滑動崩落緊急対策事業

区域への行政書士等の専門家派

遣による権利調整促進支援 

H24 事業費 
0

29,694

(19) 

蒲生北部地区被災市街地復興

土地区画整理事業 

   2,535,800 

蒲生北部地区の早期復興と土地

利用の向上を図るための土地区

画整理事業 

H25 調査設計費 
0

50,000

(20) 
◆下水道（浸水対策）効果促

進事業           1,109,000 

雨水幹線や雨水ポンプ場に接続

する雨水枝線等の整備 
H24～H25 

調査設計・

事業費 

0

99,000

(21) 

防災集団移転促進事業（補助

率3/4）② 

1,060,885 

太白区緑ヶ丘四丁目の宅地被害

に伴う集団移転先の用地取得・造

成や移転費の助成等 

H24～H25 事業費 
0

1,036,885

(22) 
◆盛土材等ストックヤード整

備事業              48,500 

防集移転先地盛土材の仮置き場

整備 
H25 事業費 

0

48,500

 


