
100万人の復興プロジェクトの進捗状況　　　　　　　　        　　　　　　　　　平成24年８月29日　仙台市

（１）津波から命を守る多重的な減災対策の推進

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 備考

①東部復興道路整備事業
　　 （事業番号026）

□かさ上げ道路整備
の進捗：平成26年度
までに工事着手

・測量・設計および環境アセスに
着手するとともに，がれき等の具
体的な活用手法について調整中

概ね予定
どおり

・環境アセスの実施
・調査・測量・設計の実施
・住民説明会の開催

②津波避難道路整備事業
　 　（事業番号035）

□津波避難道路整
備の進捗：平成26年
度までに工事着手

・有識者検討委員会を設置し、整
備方針検討中

概ね予定
どおり

・有識者委の検討継続
・調査・測量・設計の実施
・住民説明会の開催

③津波避難施設整備事業
　 　（事業番号036）

・有識者検討委員会を設置し、整
備方針検討中

概ね予定
どおり

・有識者委の検討継続
・住民説明会の開催
・整備方針の決定

④津波等避難支援事業
　 　（事業番号037）

・津波情報伝達ｼｽﾃﾑに係る地権
者等との協議・調整
・緊急速報ﾒｰﾙを8月1日から運用
開始（NTTﾄﾞｺﾓ）
・津波ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟを見直し（23年
10月）

概ね予定
どおり

・津波情報伝達ｼｽﾃﾑに係る40基
の屋外拡声装置設置
・緊急速報ﾒｰﾙについて、ａu、ソフ
トバンクとも順次契約し、運用
・津波ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟの見直しを，震
災復興事業の進捗等を踏まえ適
宜実施
・洪水ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟの見直し実施

（２）安全な住まいの確保

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 備考

・事業計画大臣同意（24年6月）
・対象者向け説明会開催（延べ6
日）、個別相談会開催（3会場延
べ908件対応）

概ね予定
どおり

・移転先造成設計・用地取得
・荒井公共区画整理地区ほか2地
区で一部移転開始
・移転跡地買取開始
・対象者向け説明会開催

・24年6月より助成申請受付開始
・対象者向け説明会開催（延べ6
日）、個別相談会開催（3会場延
べ908件対応）

概ね予定
どおり

・随時申請を受付

⑥移転対象地区以外の津
波浸水区域における住ま
いの安全確保支援事業
     （事業番号029）

・補助金申請の受付開始（24年6
月）

概ね予定
どおり

・随時申請を受付

⑦津波被災地域まちづく
　り支援事業
     （事業番号030）

・南蒲生・新浜・井土の3地区にま
ちづくりｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ派遣

概ね予定
どおり

・3地区の住民の合意形成、事業
手法決定を図るとともに，他地区
は地域動向を踏まえ対応検討

⑧震災復興関連組合土地
　 区画整理事業
     （事業番号031）

・荒井南・荒井西地区の組合設立
認可に向け、関係機関と協議・調
整中
・荒井東地区・田子西地区の仮換
地指定

概ね予定
どおり

・荒井南・荒井西地区に係る環境
ｱｾｽ、組合設立認可、調査
・田子西地区の24年度末頃以降
予定の宅地供給に向け造成工事
推進
・荒井東地区の25年度中頃予定
の宅地供給に向け造成工事推進

⑨復興公営住宅整備事業
     （事業番号009）

□復興公営住宅整
備の進捗：平成25年
度までに第一期整備
分、平成26年度まで
にすべて完了※第一
期整備分：642戸、整
備目標数：延べ2,800
戸

・本市直接整備分のうち607戸分
（5地区）の設計完了

概ね予定
どおり

・全体供給戸数を3,000戸に見直
し、本市直接整備分のうち、12戸
分（１地区）整備完了、595戸分（4
地区）着工、652戸分（8地区）設
計実施
・東部防災集団移転対応分につ
いて、整備方針検討
・公募による買取り分について、
事業者選定実施

（１）安全な暮らしに向けた宅地復旧・再建

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 備考

①被災宅地復旧事業
     （事業番号013）

□被災宅地（公共事
業対象箇所分）の復
旧の進捗：平成25年
度までに完了

・測量・地質調査・現地踏査・実施
設計に着手
・緑ヶ丘四丁目地区の一部につ
いて集団移転事業による実施方
針決定

概ね予定
どおり

・実施設計完了地区から工事着
手
・緑ヶ丘四丁目地区は、地元説明
会、個別相談会を行いながら事
業計画策定

②被災宅地復旧支援事業
     （事業番号014）

□被災宅地復旧事
業の復旧の進捗にあ
わせ、平成25年度ま
でに復旧を完了する
予定。

・被災宅地復旧支援の申請受付
開始（24年1月末）

概ね予定
どおり

・制度周知を継続

（２）将来に向けた宅地の安全の確保

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 備考

③宅地造成履歴等情報提
　供事業
     （事業番号015）

・情報提供内容等精査中
概ね予定

どおり
・宅地造成履歴等の情報をまとめ
た図面の作成、情報提供準備

（１）被災された方々の自立に向けた多様な支援

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 備考

①被災者生活再建支援事
　業
     （事業番号001）

・被災者支援ｼｽﾃﾑ本稼動（7月
末）
・ひとり暮らし高齢者等生活支援
ｼｽﾃﾑ利用案内開始（7月末）
・安心見守り協働事業市内15ヶ所
で実施中
・ｺﾐｭﾆﾃｨﾜｰｸ創出事業実施中

概ね予定
どおり

・ひとり暮らし高齢者等生活支援
ｼｽﾃﾑ運用開始（9月）

②雇用対策事業
     （事業番号007）

□本市雇用対策関
連事業による新たな
雇用者数：平成2324
～27年度で合計
3,000人以上[平成22
年度実績：837人/年]
※本市誘致による進
出企業の雇用者数
は除く

・緊急雇用創出事業
・ｷｬﾘｱｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ実施
・就職応援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ実施
・ｼﾞｮﾌﾞ･ﾄﾗｲｱﾙ実施

概ね予定
どおり

・64事業等総額約30億円の緊急
雇用対策事業を実施
・左記就職支援事業のほか、企
業合同説明会や個別カウンセリ
ング等実施

③復興公営住宅整備事業
     （事業番号009）

【再掲：ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ１－⑨】

○プロジェクト２「安全な住まいの土台をつくる」市街地宅地再建プロジェクト

今年度の予定
実　績

（Ｈ24年7月末時点）
進　捗

事　業　名
工　　程　　表

関連する指標等 実　績
（Ｈ24年7月末時点）

進　捗 今年度の予定

可能な限り早
期の整備をめ
ざす

工　　程　　表
関連する指標等

工　　程　　表
関連する指標等

工　　程　　表
関連する指標等

今年度の予定

進　捗 今年度の予定

実　績
（Ｈ24年7月末時点）

進　捗 今年度の予定

実　績
（Ｈ24年7月末時点）

実　績
（Ｈ24年7月末時点）

進　捗
工　　程　　表

関連する指標等

○プロジェクト１「津波から命を守る」津波防災・住まい再建プロジェクト

○プロジェクト３「一人ひとりの暮らしを支える」生活復興プロジェクト

⑤移転対象地区における
　住まいの移転促進事業
　 　（事業番号028）

事　業　名

事　業　名

事　業　名

事　業　名

工事調査・計画・設計

用地買収

用地買収

かさ上げ工事

工事

津波情報伝達システム復旧・整備調査・計画

ハザードマップ作成・周知

集団移転先・移転跡地用地買収

集団移転先造成工事

集団移転

調査・計画・
設計・合意形成

調査・検討

移転跡地用地買収

集
団
移
転

調査・検討

単
独
移
転

用地取得・建設工事・住宅買い取りなど

入　居

需要調査・計画・設計

地域の取り組み支援
まちづくり計画

作成支援

調査・計画・
設計・合意形成

復旧支援

情報整理

緊急雇用対策

各種就職支援

各種生活再建支援

宅地分譲

造成工事

宅地分譲

調査・計画・設計

（新規地区）

（事業中地区）

調査・計画・設計

調査・計画・設計

用地買収

移転支援

宅地防災対策・市街化区域への移転支援

造成工事

復旧工事

情報提供

1/4



（２）誰もが安心できるきめ細かなケア

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 備考

④市民健康づくり推進事
　業
     （事業番号002）

・震災後の健康をﾃｰﾏとした講
座・相談会等開催
・応急仮設住宅等への訪問等個
別支援
・被災者向け介護予防運動教室
・心の健康に係る市民及び支援
者向け研修会開催
・心の健康に係る電話相談や訪
問などによる個別支援

概ね予定
どおり

・被災者向け介護予防運動教室
開催（11ヶ所，120回予定）
・心の健康にかかる研修会開催
（4回予定）
・その他についても継続実施

⑤震災に伴う子どもの心
　のケア事業
     （事業番号003）

・津波被災地域9校に対する精神
科医派遣
・震災対応ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ派遣
・支援が必要な学校への心のケ
ア支援チーム派遣
・教員を対象に心のケア研修会
実施
・幼児健康診査での相談・支援
・子どものこころの相談室運営

概ね予定
どおり

・「児童生徒の心とからだの健康
調査」実施（10月）
・その他についても継続実施

⑥東部地域包括ケアシス
　テム推進事業
     （事業番号004）

・地域包括支援ｾﾝﾀｰ（六郷、荒浜
圏域）分割・増設
・小規模多機能型居宅介護事業
所開所（1箇所）

概ね予定
どおり

・小規模多機能型居宅介護事業
所開所（2箇所）

（３）被災された方々への情報提供の充実

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 備考
復興定期便（今年度４回送付） 復興定期便（８月以降も毎

・復興定期便送付（9回）
・被災者支援相談ﾀﾞｲﾔﾙ運営（相
談延べ109,978件）
・震災復興地域かわら版「みらい
ん」発行（Ｈ24.11月以降毎月1回）

・継続実施

（１）農地の復旧と再生

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 備考

①津波被災地域農業基盤
　再生事業
     （事業番号011）

可能な限り早
期の整備をめ
ざす

□農地の除塩・復旧
の進捗：平成25年度
までに完了□ほ場整
備の進捗：平成25年
度までに工事着手□
農業用施設の復旧
の進捗：平成27年度
までに完了

・約560ha（東部地区約500ha、四
郎丸地区約60ha）の農地で営農
再開（24年度）
・東部地区のほ場整備について、
集落説明会等を開催
・四郎丸地区ほ場整備について、
検討部会を開催
・4つの排水機場の仮復旧完了

概ね予定
どおり

・約900haの農地復旧・除塩工事
・東部地区ほ場整備の計画概要
の公告・縦覧、事業計画確定
・四郎丸地区ほ場整備の集落説
明会等開催，事業計画確定

（２）被災農業者の経営支援

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 備考

②被災農業者経営支援事
　業
     （事業番号012）

・生産施設復旧・設備導入に向
け、各種助成等による支援実施
中
・被災農家経営再開支援事業を3
組合(六郷、七郷、高砂)で実施中

概ね予定
どおり

・農地利用集積促進事業の申請
受付（24年末）
・その他についても継続実施

（３）農と食のフロンティアの構築

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 備考

③農商工連携推進事業
     （事業番号121）

・異業種間交流ｾﾐﾅｰ、事業化支
援事業者の公募に向けた準備等

概ね予定
どおり

・異業種間交流セミナー開催
・事業化支援事業、販路拡大支
援事業等実施

④農と食のフロンティア
　創造推進事業
     （事業番号122）

□農業の６次産業化
事業化支援件数：平
成24～27年度で合計
10件以上

・食産業拠点形成調査実施（23年
度）
・6次産業化人材育成事業委託事
業者選定

概ね予定
どおり

・「農と食のﾌﾛﾝﾃｨｱ」の方向性等
検討
・6次産業化人材育成事業実施
・設備等補助実施

（１）東部地域の公園や自然環境の再生

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 備考

①海岸公園再整備事業
     （事業番号140）

可能な限り早
期の整備をめ
ざす

□海岸公園再整備
の進捗：平成26年度
までに工事着手

・庁内検討組織の設置（24年5月）
概ね予定

どおり
・基本構想の策定
・関係団体等からの意見集約等

②市民協働による復興記
　念植樹事業
     （事業番号118）

・事業実施に向けた方針等整理
概ね予定

どおり
・荒井3号公園で地域住民による
市民植樹実施

③居久根の再生事業
     （事業番号032）

・居久根の被災状況調査実施
・新たな集落における創出に向け
た方針等について検討中

概ね予定
どおり

・再生手法、支援策検討
・新たな集落における創出に向け
た方針等検討継続

（２）海岸地域を訪れる市民の安全確保

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 備考

④津波避難道路整備事業
     （事業番号035）

【再掲：ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ１－②】

⑤津波避難施設整備事業
     （事業番号036）

【再掲：ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ１－③】

⑥津波等避難支援事業
     （事業番号037）

【再掲：ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ１－④】

概ね予定
どおり

⑦被災者への情報提供事
　業
     （事業番号010）

○プロジェクト４「力強く農業を再生する」農と食のフロンティアプロジェクト

進　捗 今年度の予定事　業　名
工　　程　　表

関連する指標等 実　績
（Ｈ24年7月末時点）

事　業　名
工　　程　　表

関連する指標等 実　績
（Ｈ24年7月末時点）

今年度の予定

進　捗 今年度の予定

進　捗 今年度の予定

進　捗 今年度の予定

事　業　名
工　　程　　表

関連する指標等 実　績
（Ｈ24年7月末時点）

事　業　名
工　　程　　表 実　績

（Ｈ24年7月末時点）

事　業　名
工　　程　　表

関連する指標等 実　績
（Ｈ24年7月末時点）

今年度の予定

進　捗 今年度の予定

事　業　名
工　　程　　表

事　業　名
工　　程　　表

関連する指標等 実　績
（Ｈ24年7月末時点）

関連する指標等

関連する指標等 実　績
（Ｈ24年7月末時点）

進　捗

進　捗

○プロジェクト５「美しい海辺を復元する」海辺の交流再生プロジェクト

訪問などによる個別の健康支援

調査・計画・設計

用地買収

地域包括支援センター増設（２箇所）・運営

小規模多機能型居宅介護サービス、新たなサービス基盤整備促進

スクールカウンセラー派遣、児童生徒の心の健康調査等

子どものこころの相談室における相談・支援

幼児健康診査における相談・支援

農商工連携促進、商品開発・販路拡大等支援

被災された方々や被災地域への情報提供

市民植樹

調査・計画

集団しゅう　　　　しゅうしゅう 集団移転先
                                           造成工事

調査・計画・設計
新たな集落に
おける創出

災害関係資金への利子補給

営農再開・農地利用集積支援

生産施設復旧・設備導入支援

農業経営改善、６次産業化等促進支援

調査・検討

調査・計画・設計・合意形成

農地除塩・復旧

農業用施設復旧

（居久根の再生促進）

（新たな集落における創出）

地域での健康づくり相談・講座等による健康支援

震災廃棄物処分場として利用
造成工事

ほ場整備工事

再整備工事

居久根再生促進
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（１）防災・減災のための新たな指針の策定

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 備考

①仙台市地域防災計画の
　見直し
     （事業番号066）

・地域防災計画の変更・改善点の
洗い出し等実施
・避難所運営ﾏﾆｭｱﾙについて、地
域団体等説明実施、検証訓練結
果取りまとめ作業中

概ね予定
どおり

・地域防災計画について、防災会
議等の議論を踏まえ全面修正
・新たな避難所運営マニュアル作
成

（２）避難所等防災体制の充実・強化

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 備考

②避難所等への防災対応
　型太陽光発電システム
　整備事業
     （事業番号067）

□指定避難所への
防災対策型太陽光
発電システム導入の
進捗：平成27年度ま
でに完了
※指定避難所数：
192箇所(津波により
被災した指定避難所
を含まない）

・今年度実施分について、ﾌﾟﾛﾎﾟｰ
ｻﾞﾙ方式により公募開始（7月31
日）

概ね予定
どおり

・指定避難所13箇所含む16施設
に導入予定

③災害用資機材・備蓄等
　強化事業
     （事業番号068）

・全指定避難所に、情報収集用ﾃ
ﾚﾋﾞ・ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ確保用ﾃﾝﾄ式ﾌﾟﾗｲ
ﾍﾞｰﾄﾙｰﾑ配備

概ね予定
どおり

・ｺﾐｭﾆﾃｨ防災ｾﾝﾀｰの資機材補充
・全指定避難所に発電機・LED投
光機配備、備蓄食料の更新等

④災害対策本部等情報連
　絡体制強化事業
     （事業番号071）

・防災行政用無線を新たに設置
する避難所等を選定中
・衛星携帯電話の新規設置に向
け調整中

概ね予定
どおり

・180基の無線装置を収容避難所
及び福祉避難所に設置
・衛星携帯電話を各区5台、総合
支所2台、災害対策本部1台設置

（３）「防災人」づくり

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 備考

⑤防災意識の普及啓発強
　化事業
     （事業番号073）

・「わが家と地域の防災チェック
表」作成・配布開始

概ね予定
どおり

・「チェック表」の活用等による啓
発活動継続
・市民ﾌｫｰﾗﾑ開催（25年1月）

⑥自主防災活動支援事業
     （事業番号074）

□自主防災組織等に
よる防災訓練の参加
者数：平成27年度で
平成22年度比5,000
人以上増加［平成22
年度実績：75,316人/
年］

・地域防災ﾘｰﾀﾞｰ育成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ策
定（24年3月）
・町内会に地域防災ﾘｰﾀﾞｰ養成講
習受講生推薦依頼中
・防災訓練実施

概ね予定
どおり

・24年11月に地域防災ﾘｰﾀﾞｰ講習
会実施（50名予定）
・防災訓練の実施支援・啓発活動
継続

⑦新たな防災教育推進事
　業
     （事業番号111）

□新たな防災教育の
実施校数：平成25年
度から市立学校全校
で実施

・「新たな防災教育指針」策定（24
年3月）
・18小中学校をモデル校に指定、
実践開始（24年4月）
・全校で「地震対応ﾏﾆｭｱﾙ」作成
（24年5月）
・「新たな学校防災教育推進協議
会」設立（24年6月）

概ね予定
どおり

・全校で「防災教育年間指導計
画」作成
・モデル校での実践，「新たな学
校防災教育推進協議会」継続実
施

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 備考

①エコモデルタウンプロ
　ジェクト推進事業
     （事業番号082）

・田子西地区の事業者選定完了
概ね予定

どおり

・荒井東地区（復興公営住宅含
む）での展開に向け、国等と連携
しつつ企画・設計推進

②次世代エネルギー産業
　創出促進事業
     （事業番号130）

・藻類ﾊﾞｲｵﾏｽに係る東北大・筑
波大との共同実験の国補助申請
・ﾒｶﾞｿｰﾗｰの立地場所を選定しつ
つ、課題を整理中

概ね予定
どおり

・藻類ﾊﾞｲｵﾏｽの南蒲生浄化ｾﾝ
ﾀｰでの実証実験推進
・ﾒｶﾞｿｰﾗｰの適地選定を継続。地
震保険等の課題を国等と整理

（１）地域経済の復興とさらなる活性化

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 備考

①東北復興交流パーク事
　業
     （事業番号131）

・東北ろっけんﾊﾟｰｸをｸﾘｽﾛｰﾄﾞ商
店街内にｵｰﾌﾟﾝ（24年5月）
・仙台なびっく運営

概ね予定
どおり

・復興物産市、原則毎週（金・土・
日）開催継続
・賑わい創出・復興感謝イベント
実施
・東北ろっけんﾊﾟｰｸ内にﾁｬﾚﾝｼﾞ
ｼｮｯﾌﾟｵｰﾌﾟﾝ（24年8月）

②東北復興創業スクエア
　事業
     （事業番号132）

・創業ｽｸｴｱをろっけんパーク内に
ｵｰﾌﾟﾝ（24年6月）し，起業・創業等
相談ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ支援，ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾐﾅｰ
等実施

概ね予定
どおり

・起業・創業等相談・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ支
援等各種取り組みを継続実施

③地域企業ビジネスマッ
　チングセンター事業
     （事業番号133）

□地域企業ビジネス
マッチングセンターで
のマッチング活動な
どによる支援件数：
各年度100件以上

・東北復興ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞｾﾝﾀｰ、
仙台市産業振興事業団内にｵｰﾌﾟ
ﾝ（24年6月）

概ね予定
どおり

・域外企業への売込み代行等ﾏｯ
ﾁﾝｸﾞ支援を随時実施

④震災復興販路拡大支援
　事業
     （事業番号018）

・宮城ふるさとﾌﾟﾗｻﾞにおける特産
品販売会開催
・中小企業総合展2011出展
・川崎市、神戸市で開催された展
示商談会への出展支援
・販路開拓ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟｽｸｰﾙ開催

概ね予定
どおり

・販路開拓ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟｽｸｰﾙ等を継
続実施
・震災復興！エネルギッシュ企業
フェア開催（11月28日）
・首都圏等における展示商談会
出展支援によるﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞ随
時実施

⑤ものづくり関連産業復
　旧・復興支援事業
     （事業番号020）

・被災中小企業者に対し仮設工
場・事務所等貸与
・ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙﾂｱｰ実施（8月2日）

概ね予定
どおり

・組込み総合技術展（11月14日～
16日ﾊﾟｼﾌｨｺ横浜）出展支援
・プロトタイプ作成支援実施
・被災企業販路拡大支援実施

⑥商店街震災復興対策事
　業
     （事業番号134）

・商店街のﾊｰﾄﾞ整備について商
店街と調整中
・商店街ｲﾍﾞﾝﾄ助成
・名掛丁ｴｽｶﾚｰﾀｰ詳細設計完
了，工事着手

概ね予定
どおり

・ｻﾝﾓｰﾙ商店街ｱｰｹｰﾄﾞ改修（25
年3月完了予定）
・商店街ｲﾍﾞﾝﾄ助成継続実施
・名掛丁ｴｽｶﾚｰﾀｰ工事完了

進　捗関連する指標等 実　績
（Ｈ24年7月末時点）

今年度の予定

事　業　名
工　　程　　表

関連する指標等 実　績
（Ｈ24年7月末時点）

進　捗 今年度の予定

○プロジェクト８「都市活力や暮らしの質を高める」仙台経済発展プロジェクト

事　業　名
工　　程　　表

進　捗 今年度の予定

事　業　名
工　　程　　表

事　業　名
工　　程　　表

関連する指標等 実　績
（Ｈ24年7月末時点）

関連する指標等 実　績
（Ｈ24年7月末時点）

進　捗 今年度の予定

今年度の予定

事　業　名
工　　程　　表

関連する指標等 実　績
（Ｈ24年7月末時点）

平成27年度以
降、26年度まで
の取り組み成
果を踏まえた施
策を実施

□省エネ・新エネに
関連するプロジェクト
の取組実績件数：平
成24～27年度で合計
5件以上

進　捗

○プロジェクト７「持続的なエネルギー供給を可能にする」省エネ・新エネプロジェクト

○プロジェクト６「教訓を未来に生かす」防災・仙台モデル構築プロジェクト

　　地域ごとのﾏﾆｭｱﾙ作成、運営訓練等実施

市民への普及啓発

新たな防災教育
指針策定

販路拡大・販売促進支援

事業再開・継続・販路拡大支援

商店街環境整備・にぎわい創出支援

調査・計画

自主防災活動支援

資機材・備蓄等充実・更新

地域防災リーダー
育成プログラム策定

（地域防災計画の全面修正）

（新たな避難所運営マニュアルの作成等）

市民意識調査

調査・検討

調査・検討

（藻類バイオマス研究・開発の推進）

（次世代エネルギー関連産業の立地促進）

可能性調査

開設準備

　開設準備

プロジェクト推進

調査・検討・全面修正

素案作成

防災情報連絡機器充実・更新

名掛丁エスカ
レーター整備

国の計画変更等への対応検討・修正等

新計画運用・新計画に基づく避難訓練実施等

市民意見・検証訓練等
反映⇒ﾏﾆｭｱﾙ作成

指定避難所等への導入

　　地域防災リーダー育成

全校で実施

研究開発支援・関連産業立地促進

関連産業立地促進

取引拡大支援

起業家育成・支援、新事業等支援

東北の観光・物産振興支援、
中心部商店街の魅力発信

モデル校で実施

開設準備
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（２）都市型産業の誘致および新産業の創出

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 備考

⑦産業立地促進事業
     （事業番号126）

□本市誘致による進
出企業数：平成24～
27年度で合計25件以
上[平成22年度実績：
5件／年]□本市誘致
による進出企業の雇
用者数：平成24～27
年度で合計1000人以
上[平成22年度実績：
199人／年]

・首都圏企業等ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ実施
・企業立地等促進助成
・民間投資促進特区（ものづくり
産業）認定（24年2月）（24社30件
指定）
・民間投資促進特区（IT情報ｻｰﾋﾞ
ｽ関連産業）認定（24年6月）（3件
指定）

概ね予定
どおり

・首都圏企業等ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝを含む
企業誘致継続
・ｺｰﾙｾﾝﾀｰ人材育成事業実施
・ｺﾝﾀｸﾄｵﾍﾟﾚｰﾀｰ入門講座開催
・民間投資促進特区申請受付継
続

⑧雇用対策事業
     （事業番号007）

【再掲：ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ３－②】

⑨産学連携推進事業
     （事業番号127）

・御用聞き型企業訪問実施
・仙台MEMS産業ｸﾗｽﾀｰ創成事業
・ものづくり中小企業支援実施
・東北大学連携型起業家育成施
設（T-Biz）支援

概ね予定
どおり

・左記事業の継続実施

⑩仙台港地区復興支援事
　業
     （事業番号128）

・製造業の現地復旧に向けた補
助対象決定
・民間投資促進特区（ものづくり
産業）認定（24年2月）（24社30件
指定）

概ね予定
どおり

・民間投資促進特区申請受付継
続

⑪蒲生北部地区復興再整
　備事業
     （事業番号129）

可能な限り早
期の整備をめ
ざす

・事業方針決定（土地区画整理事
業による再整備）
・地元説明会開催（7月末～8月
初）

概ね予定
どおり

・事業計画策定に向けた調査等
・被災市街地復興推進地域の都
市計画決定（建築制限）
・土地区画整理事業の都市計画
決定

⑫次世代エネルギー産業
　創出促進事業
     （事業番号130）

【再掲：ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ７－②】

（１）国際会議等コンベンションの誘致推進

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 備考

①コンベンション誘致事
　業
     （事業番号152）

□コンベンションの開
催件数：平成27年ま
でに平成22年レベル
に回復[平成22年実
績：630件／年]

・国際会議の誘致・開催支援
・日本女性会議の参加申込受付
中

概ね予定
どおり

・国連防災世界会議誘致
・各種国際会議誘致・開催支援
・ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟ受入体制の構築等によ
るｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ誘致促進
・日本女性会議開催（10月26日～
28日、国際ｾﾝﾀｰ)

（２）国内外への観光プロモーションの推進

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 備考

②復興誘客推進事業
     （事業番号138）

概ね予定
どおり

・復興物産市、原則毎週（金・土・
日）開催継続

③観光プロモーション推
　進事業
     （事業番号142）

概ね予定
どおり

・仙台・宮城ＤＣに向けた新たな
魅力創出と受入体制強化

④広域観光連携推進事業
     （事業番号144）

概ね予定
どおり

・伊達な広域観光圏や三市連携
（仙台市・山形市・福島市）などの
枠組みを活用した誘客促進継続

⑤海外プロモーション事
　業
     （事業番号145）

□外国人宿泊者数：
平成27年までに平成
22年レベルに回復
[平成22年実績：
90,706人／年]

・海外旅行会社等へのﾆｭｰｽﾚﾀｰ
等による正確な情報発信
・海外ﾒﾃﾞｨｱ・ﾌﾞﾛｶﾞｰの招聘
・海外の旅行博覧会への出展、
旅行会社やﾒﾃﾞｨｱ向けｾﾐﾅｰ開催

概ね予定
どおり

・左記事業の継続実施
・新たな重点ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ先である
中国・香港への取組み
・仙台・宮城ＤＣに向けた旅行会
社や個人旅行者への情報発信・
働きかけ
・一般消費者の不安感を払しょく
する情報発信（ﾒﾃﾞｨｱやWebの活
用）

（３）都市の魅力や活力を高める環境整備

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 備考

⑥地下鉄東西線（仮称）
　国際センター駅周辺整
　備事業
     （事業番号146）

（仮称）公園セ
ンターについて
は、可能な限り
早期の整備を
めざす

・仙商跡地利活用に係る民間企
業ﾋｱﾘﾝｸﾞ調査等実施
・（仮称）国際ｾﾝﾀｰ駅舎上部の実
施設計完了
・(仮称)公園ｾﾝﾀｰ整備予定地の
文化財発掘調査着手

概ね予定
どおり

・仙商跡地利活用に係る早期の
事業者公募を目指し、諸条件整
理
・駅舎上部の施設整備着手
・(仮称)公園ｾﾝﾀｰ整備予定地の
文化財発掘調査継続（～Ｈ26）
・国際ｾﾝﾀｰ地区公園実施設計

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 備考

①震災・復興資料等アー
　カイブ事業
     （事業番号080）

・市民図書館に3.11震災文庫を設
置。震災・復興関連資料収集・発
信
・せんだいﾒﾃﾞｨｱﾃｰｸ「３がつ11に
ちをわすれないためにｾﾝﾀｰ」で、
映像、写真等のデータ収集・発信
・市民ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等による文化財ﾚｽ
ｷｭｰ実施、歴史民俗資料館で資
料ﾚｽｷｭｰ実施
・博物館で歴史資料等のﾚｽｷｭｰ
活動実施、被災した歴史的景観
の震災前後の写真、資料等収集
・科学館で蒲生干潟周辺の地形・
植物・動物の現地調査実施

概ね予定
どおり

・「３がつ11にちをわすれないため
にｾﾝﾀｰ」でｱｰｶｲﾌﾞｼｽﾃﾑ構築
・その他左記事業の継続実施

②震災メモリアル・市民
　協働プロジェクト事業
     （事業番号119）

・企画のあり方について検討中
概ね予定

どおり

・市民の主体的な取り組みについ
て、多くの市民との共有と対話を
図りつつ、事業内容を検討

③震災復興メモリアル施
　設整備事業
     （事業番号081）

可能な限り早
期の整備をめ
ざす

□モニュメント整備の
進捗：平成27年度ま
でに事業着手

・施設整備方針について検討中
概ね予定

どおり
・施設内容・立地・整備手法等検
討

今年度の予定事　業　名
工　　程　　表

関連する指標等 実　績
（Ｈ24年7月末時点）

進　捗
実　績

（Ｈ24年7月末時点）

・東北六魂祭開催
・復興物産市の開催
・首都圏ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ実施
・伊達武将隊全国ｷｬﾗﾊﾞﾝの実施
（23年5月～9月）
・仙台・宮城ＤＣﾌﾟﾚｷｬﾝﾍﾟｰﾝ開催

○プロジェクト10「震災の記憶を後世に伝える」震災メモリアルプロジェクト

進　捗

今年度の予定

事　業　名
工　　程　　表

関連する指標等 実　績
（Ｈ24年7月末時点）

進　捗 今年度の予定

事　業　名 関連する指標等

今年度の予定

事　業　名
工　　程　　表

関連する指標等 実　績
（Ｈ24年7月末時点）

進　捗 今年度の予定

○プロジェクト９「都市の魅力と復興の姿を発信する」交流促進プロジェクト

事　業　名
工　　程　　表

関連する指標等 実　績
（Ｈ24年7月末時点）

進　捗

□観光客入込数：平
成27年までに平成22
年レベルに回復[平
成22年実績：
19,789,520人／年]
□宿泊者数：平成27
年までに平成22年レ
ベルに回復[平成22
年実績：4,654,692人
／年]

工　　程　　表

首都圏企業等プロモーション、企業立地等促進

コンベンション誘致・開催

広域連携プロモーション推進

中小企業への技術・製品開発支援、新産業の創出促進

被災企業復旧・復興支援、仙台港利用促進

国内プロモーション等推進

東北観光連携推進、観光ＰＲ

海外プロモーション推進

（仙台商業高等学校跡地、（仮称）国際センター駅舎上部、宮城県スポーツセンター跡地）

（青葉山公園（仮称）公園センター）

日本
女性
会議

　　　供用
計画・設計・整備

記録収集・発信、アーカイブ活用

調査・計画・設計

市民協働プロジェクト企画・展開

検討・計画・設計・整備

復興特区を活用した企業立地支援

復興特区を活用した被災企業復旧・復興支援

ﾌﾟﾚｷｬ
ﾝﾍﾟｰﾝ

仙台・

宮城Ｄ
Ｃ

文化財発掘調査・計画・設計・整備

工事

4/4


