
平成２４年１１月現在

直接交付先 塩竈市 Ｎｏ． 2 塩竈市

平成26年2月頃発注予定

（参考様式）

塩竈市復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成24年度～平成25年度）

※本様式は１－２①・②に記載した事業ごとに記載してください。
事業番号 C-7-1 事業名 塩竈市魚市場整備事業 事業実施主体

項　　　　目
平成24年度 平成25年度

備　考
第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）
（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。
（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

法定手続き・許認可等

地域等の合意形成

調査・測量・設計

用地買収

工事

その他（議会等）

実施調査設計等業務 基本調査 



平成２４年１１月現在

交付団体 塩竈市 Ｎｏ． 6 事業番号 事業名 　塩竈市

（参考様式）

塩竈市復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成23年度～26年度）

※本様式は１－２①・②に記載した事業ごとに記載してください。
事業番号 D-9-1 朴島地区小規模住宅改良事業 事業実施主体

その他（議会等）

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）
（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。
（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

備　考

法定手続き・許認可等

地域等の合意形成

調査・測量・設計

用地買収

工 事

項　　　　目 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

用地測量・用地買収・不良住宅買

造成工事完了 

不良住宅除却・宅地造成工事 

開発許可申請等 開発許可 

復興整備計画 公表 

実施設計 

工事着手 

測量・計画基礎調査 

事業承認 



平成２４年１１月現在

直接交付先 塩竈市 Ｎｏ． 8 塩竈市

平成２４年１１月現在

直接交付先 Ｎｏ． 8 塩竈市

第１四半期第２四半期第３四半期第４四半期 第１四半期第２四半期第３四半期第４四半期第１四半期 第２四半期第３四半期第４四半期

（参考様式）

塩竈市復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成24年度～平成25年度）

※本様式は１－２①・②に記載した事業ごとに記載してください。
事業番号 D-16-1 事業名 海岸通地区震災復興市街地再開発事業 事業実施主体

項　　　　目
平成24年度 平成25年度

備　考
第４四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

法定手続き・許認可等

地域等の合意形成

調査・測量・設計

用地買収

工事

その他（議会等）

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）
（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。
（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

（参考様式）

塩竈市復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成26年度～平成27年度）

※本様式は１－２①・②に記載した事業ごとに記載してください。
事業番号 D-16-1 事業名 海岸通地区震災復興市街地再開発事業 事業実施主体

その他（議会等）

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）
（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。
（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

備　考

法定手続き・許認可等

地域等の合意形成

調査・測量・設計

用地買収

工事

項　　　　目
平成25年度 平成26年度 平成27年度

計画コ－ディネイト 基本計画 測量・地質 設計 地質 設計 地質 設計 地質 設計 測量                  設計 測量等                  設計 地質 設計 基本計画 設計 防災計画 地質等 

用地買収 

事業調査 測量・地質等 都市計画決定 事業計画策定 事業認可 建物調査 設計 先買 都市計画決定 準備組合設立 計画コ－ディネイト 基本計画 都市計画決定 準備組合設立 地質 設計 地質 設計 防災計画 事業調査 事業調査 事業調査 計画コ－ディネイト 基本計画 防災計画 復興まちづくり計画検討 津波ｼｭﾐｭﾚ-ｼｮﾝ 復興事業監理 

事業計画作成（現況測量、土地評価、現況建物等調査、資金計画、基本設計）  

計画コ－ディネイト 基本計画 測量・地質 設計 測量                  設計 測量等    設計 地質 設計 基本計画 地質等 事業調査 都市計画決定 事業計画策定 先買 準備組合設立 計画コ－ディネイト 基本計画 都市計画決定 準備組合設立 設計 事業調査 計画コ－ディネイト 基本計画 復興まちづくり計画検討 

公共施設整備、施設建築物工事 

合意形成 

測量・地質 地質 基本計画 地質等 用地買収 事業調査 都市計画決定 工事 

都市計画決

合意形成 

事業計画基礎調査 

事業計画作成 

土地整備 

用地等補償 

調査設計計画作成 

事業計画決 権利変換計画決定 



平成２４年１１月現在

交付団体 塩竈市 Ｎｏ． 事業名 　塩竈市

その他（議会等）

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）
（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。
（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

備　考

法定手続き・許認可等

地域等の合意形成

調査・測量・設計

用地買収

工 事

項　　　　目 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

（参考様式）

塩竈市復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成23年度～27年度）

※本様式は１－２①・②に記載した事業ごとに記載してください。
12 事業番号 D-20-1 復興まちづくり総合支援事業 事業実施主体

復興事業監理 
                 

ＰＲ図書作成 
 

                 



平成２４年１１月現在

交付団体 塩竈市 Ｎｏ． 26 事業名 　塩竈市

点線は藤倉地区被災市街地土地区画
整理事業の予定スケジュール

点線は藤倉地区被災市街地土地区画
整理事業の予定スケジュール

点線は藤倉地区被災市街地土地区画
整理事業の予定スケジュール

点線は藤倉地区被災市街地土地区画
整理事業の予定スケジュール

備　考

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）
（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。
（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

法定手続き・許認可等

地域等の合意形成

調査・測量・設計

用地買収等

工 事

その他（議会等）

項　　　　目 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

（参考様式）

塩竈市復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成24～27年度）

※本様式は１－２①・②に記載した事業ごとに記載してください。
事業番号 D-21-1 藤倉二丁目地区下水道事業 事業実施主体

地質調査・詳細設計 

下水道本管工事 

都市計画決定 事業計画決定 

都市計画説明会 

都市再生事業計画案作成事業調査 

区画整理基本設計 

移転補償工事 

造成・道路工事 



平成24年1１月時点

交付団体 塩竈市 Ｎｏ． 事業名 　塩竈市

（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

備　考

法定手続き・許認可等

地域等の合意形成

調査・測量・設計

用地買収

平成26年度 平成27年度

その他（議会等）

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）
（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

工 事

項　　　　目 平成23年度 平成24年度 平成25年度

（参考様式）

塩竈市復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成25年度～27年度）

※本様式は１－２①・②に記載した事業ごとに記載してください。
33 事業番号 C-5-4 桂島地区漁業集落防災機能強化事業（直接補助分） 事業実施主体

造成工事・避難路整備 

開発許可 

隣接宅地との調整等 

用地測量・建物補償調査 

実施設計 

用地買収（公園用地） 

工事着



平成24年11月時点

交付団体 塩竈市 Ｎｏ． 34 事業番号 事業名 　塩竈市

（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

備　考

法定手続き・許認可等

地域等の合意形成

調査・測量・設計

用地買収

平成26年度 平成27年度

その他（議会等）

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）
（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

工 事

項　　　　目 平成23年度 平成24年度 平成25年度

（参考様式）

塩竈市復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成25年度～26年度）

※本様式は１－２①・②に記載した事業ごとに記載してください。
C-5-5 野々島地区漁業集落防災機能強化事業（直接補助分） 事業実施主体

造成・建物移転 

実施設計 

工事着

開発許可 

隣接宅地との調整等 

用地測量・建物補償調査 

用地買収（公園用地） 



平成24年1１月時点

交付団体 塩竈市 Ｎｏ． 事業名 　塩竈市

（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

備　考

法定手続き・許認可等

地域等の合意形成

調査・測量・設計

用地買収

平成26年度 平成27年度

その他（議会等）

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）
（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

工 事

項　　　　目 平成23年度 平成24年度 平成25年度

（参考様式）

塩竈市復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成25年度～26年度）

※本様式は１－２①・②に記載した事業ごとに記載してください。
35 事業番号 C-5-6 寒風沢地区漁業集落防災機能強化事業（直接補助分） 事業実施主体

造成・建物移転 

実施設計 

工事着手 

開発許可 

隣接宅地との調整等 

用地測量・建物補償調査 

用地買収 



平成２４年1１月現在

直接交付先 塩竈市 Ｎｏ． 36

（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

調査・測量・設計

用地買収

工事

その他（議会等）

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）
（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

地域等の合意形成

（参考様式）

塩竈市復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成25年度～平成25年度）

※本様式は１－２①・②に記載した事業ごとに記載してください。
事業番号 Ｃ－６－３ 事業名 野々島地区漁港施設機能強化事業（直接補助分） 事業実施主体 塩竈市

項　　　　目 平成24年度 平成25年度 備　考

法定手続き・許認可等

 

嵩上げ工事等 

測量、地質調査、設計等 



平成２４年1１月現在

直接交付先 塩竈市 Ｎｏ． 37

（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

調査・測量・設計

用地買収

工事

その他（議会等）

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）
（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

地域等の合意形成

（参考様式）

塩竈市復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成25年度～平成25年度）

※本様式は１－２①・②に記載した事業ごとに記載してください。
事業番号 Ｃ－６－４ 事業名 寒風沢地区漁港施設機能強化事業（直接補助分） 事業実施主体 塩竈市

項　　　　目 平成24年度 平成25年度 備　考

法定手続き・許認可等

 

嵩上げ工事等 

測量、地質調査、設計等 



平成24年11月時点

交付団体 塩竈市 Ｎｏ． 38 事業名 　塩竈市

（参考様式）

塩竈市復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成25～27年度）

※本様式は１－２①・②に記載した事業ごとに記載してください。
事業番号 D－１－５ 港町地区復興道路整備事業 事業実施主体

備　考

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）
（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。
（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

法定手続き・許認可等

地域等の合意形成

調査・測量・設計

用地買収

工 事

その他（議会等）

項　　　　目 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

路線測量・詳細設計 

交付申第４回申請 

道路整備 



平成24年11月時点

交付団体 塩竈市 Ｎｏ． 39 事業名 　塩竈市

事業認可　　　： H25.3

点線は藤倉二丁目地区下水道事業、新浜
町杉の下線道路関連施設整備事業の予
定スケジュール

備　考

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）
（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。
（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

法定手続き・許認可等

地域等の合意形成

調査・測量・設計

用地買収

工 事

その他（議会等）

項　　　　目 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

（参考様式）

塩竈市復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成25～27年度）

※本様式は１－２①・②に記載した事業ごとに記載してください。

事業番号 D-1-6 新浜町杉の下線道路事業 事業実施主体

道路実施設計 

路線測量 

建物補償調査 

建物移転工事 

用地測量 

道路工事 

用地買収 

都市再生事業計画案作成事業調査 

権利者説明 ・ 用地交渉等 

道路及び雨水排水工事等 

下水道本管工事 地質調査・詳細設計 

●事業計画決定 



平成24年11月時点

直接交付先 塩竈市 Ｎｏ． 40 塩竈市

〈Ｄ－４－１
錦町地区災害公営住宅〉
Ｈ25　第4四半期
ＵＲ都市再生機構より
財産取得（買取・譲渡）

（参考様式）

塩竈市復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成25年度）

※本様式は１－２①・②に記載した事業ごとに記載してください。
事業番号 ◆Ｄ－4－１－１ 事業名 伊保石地区災害公営住宅関連施設整備事業 事業実施主体

項　　　　目
平成24年度 平成25年度

備　考
第４四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）
（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。
（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

法定手続き・許認可等

地域等の合意形成

調査・測量・設計

用地買収

工事

その他（議会等）

用地買収 

工事着手 

道路改良工事 



平成24年11月時点

直接交付先 塩竈市 Ｎｏ． 41 塩竈市

〈Ｄ－４－２
伊保石地区災害公営住宅〉
Ｈ25　第4四半期
ＵＲ都市再生機構より
財産取得（買取・譲渡）

（参考様式）

塩竈市復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成25年度）

※本様式は１－２①・②に記載した事業ごとに記載してください。
事業番号 ◆Ｄ－4－2－１ 事業名 錦町地区災害公営住宅関連施設整備事業 事業実施主体

項　　　　目
平成24年度 平成25年度

備　考
第４四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）
（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。
（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

法定手続き・許認可等

地域等の合意形成

調査・測量・設計

用地買収

工事

その他（議会等）

用益権取得 

工事着手 

排水施設工事 



平成24年11月時点

直接交付先 塩竈市 Ｎｏ． 42 塩竈市

H25　第4四半期
宅地造成・建築工事
完了予定

Ｈ25　第4四半期
ＵＲ都市再生機構より
財産取得（買取・譲渡）

（参考様式）

塩竈市復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成25年度）

※本様式は１－２①・②に記載した事業ごとに記載してください。
事業番号 Ｄ－4－7 事業名 朴島地区災害公営住宅整備事業 事業実施主体

項　　　　目
平成24年度 平成25年度

備　考
第４四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）
（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。
（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

法定手続き・許認可等

地域等の合意形成

調査・測量・設計

用地買収

工事

その他（議会等）

基本設計 

基本設計費等 

債務負担設定（議会承認） 

ＵＲ都市再生機構機 

と買取予約契約 

ＵＲ都市再生機構機 

へ機構法に基づく要請 

宅地造成工事 

実施設計 

建基法 建築計画通知 

買取費等 

債務負担設定（議会承認） 

建築工事 



平成24年11月時点

直接交付先 塩竈市 Ｎｏ． 43 塩竈市

H25　第4四半期
宅地造成・建築工事
完了予定

Ｈ25　第4四半期
ＵＲ都市再生機構より
財産取得（買取・譲渡）

（参考様式）

塩竈市復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成25年度）

※本様式は１－２①・②に記載した事業ごとに記載してください。
事業番号 Ｄ－4－8 事業名 北浜地区災害公営住宅整備事業 事業実施主体

項　　　　目
平成24年度 平成25年度

備　考
第４四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）
（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。
（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

法定手続き・許認可等

地域等の合意形成

調査・測量・設計

用地買収

工事

その他（議会等）

基本設計 

基本設計費等 

債務負担設定（議会承認） 

ＵＲ都市再生機構機 

と買取予約契約 

ＵＲ都市再生機構機 

へ機構法に基づく要請 

宅地造成工事 

実施設計 

建基法 建築計画通知 

買取費等 

債務負担設定（議会承認） 

建築工事 

基本設計 

基本設計費等 

債務負担設定（議会承認） 

ＵＲ都市再生機構機 

と買取予約契約 

ＵＲ都市再生機構機 

へ機構法に基づく要請 

宅地造成工事 

実施設計 

建基法 建築計画通知 

買取費等 

債務負担設定（議会承認） 

建築工事 



平成24年11月時点

交付団体 塩竈市 Ｎｏ． 44 事業番号 事業名 塩竈市

災害公営住宅家賃低廉化事業
（伊保石地区31戸　３ヶ月分計上）

（参考様式）

塩竈市復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成25年度～平成27年度）

※本様式は１－２①・②に記載した事業ごとに記載してください。
Ｄ－５－１ 災害公営住宅家賃低廉化事業 事業実施主体

項　　　　目
平成25年度

備　考
第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）
（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。
（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

法定手続き・許認可等

地域等の合意形成

調査・測量・設計

工 事

災害公営住宅
家賃低廉化事業

その他（議会等）

 
災害公営住宅 

（伊保石地区31戸、 

  H26年1月1日入居予定） 

災害公営住宅造成工事  
 



平成24年11月時点

交付団体 塩竈市 Ｎｏ． 45 事業番号 事業名 塩竈市

東日本大震災特別家賃低減事業
（伊保石地区31戸　３ヶ月分計上）

（参考様式）

塩竈市復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成25年度～平成27年度）

※本様式は１－２①・②に記載した事業ごとに記載してください。
Ｄ－６―１ 東日本大震災特別家賃低減事業 事業実施主体

項　　　　目
平成25年度

備　考
第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）
（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。
（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

法定手続き・許認可等

地域等の合意形成

調査・測量・設計

工 事

東日本大震災
   特別家賃低減事業

その他（議会等）

 災害公営住宅 

（伊保石地区31戸、 

  H26年1月1日入居予定） 

災害公営住宅造成工事  
 



平成24年11月時点

交付団体 塩竈市 Ｎｏ． 46 事業番号 事業名 　塩竈市

非公共分については25年度に係る除却・
補償費を想定している

その他（議会等）

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）
（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。
（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

備　考

法定手続き・許認可等

地域等の合意形成

調査・測量・設計

用地買収

工 事

項　　　　目 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

（参考様式）

塩竈市復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成25年度）

※本様式は１－２①・②に記載した事業ごとに記載してください。
事業番号 D-9-2 朴島地区小規模住宅改良事業（非公共分） 事業実施主体

用地測量・用地買収・不良住宅買

造成工事完了 

不良住宅除却・宅地造成工事 

開発許可申請等 開発許可 

復興整備計画 公表 

実施設計 

工事着手 

測量・計画基礎調査 

事業承認 



平成24年11月時点

交付団体 塩竈市 Ｎｏ． 47 事業番号 事業名 塩竈市

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）
（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。
（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

法定手続き・許認可等

地域等の合意形成

調査・測量・設計

工 事

その他（議会等）

項　　　　目
平成24年度

備　考
第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

塩竈市復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成24年度）

※本様式は１－２①・②に記載した事業ごとに記載してください。
Ｄ-14-2 母子沢地区造成宅地滑動崩落緊急対策事業 事業実施主体

第4回申請 

防災区域指定・復旧工事に係る説

防災区域指定 防災区域手続

工事着

事業認可 

災害復旧工事発

測量・調査 復旧対策実施設



平成24年11月時点

直接交付先 塩竈市 Ｎｏ． 48

（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。
（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

平成27年度

用地買収

項　　　　目 平成24年度 平成25年度 平成26年度

法定手続き・許認可等

地域等の合意形成

換地設計

審議会

備　考

調査・測量・設計

工事

その他　地区外工事

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）

（参考様式）

塩竈市復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成25年度～平成27年度）

※本様式は１－２①・②に記載した事業ごとに記載してください。
事業番号 D-17-4 事業名 北浜地区被災市街地復興土地区画整理事業 事業実施主体 塩竈市

詳細設計 

●11月 都市計画決定 

測量調査 

● 3月事業認可 

港湾管理者協議 
●用地の軽微変更 ●県都市計画審議会 

●都市計画決定（臨港地区除外） 

港湾関連都市計画決定 臨港地区見

事業計画変更 

事業説明（認可） 

事業スケジュール・審議会発足 

仮換地供覧 

換地設計準備・各種基準作成・換地設計 等 

●仮換地指定通知 

換地設計変更対応（分割，権利変動等） 

選挙準備 
●発足 

●諮問（評価員・各種基準） 

●諮問（換地設計・仮換地指定） 
適宜開催（事業報告，評価員諮問，仮換地指定，軽微な変更等） 

減価補償（調査・交渉・買収） 

造成工事 

宅地造成工事・道路整備・供給処理施設整備 

換地計画準備 換地計画 

換地処分 

登記 

出来形確認測量 

事業計画変更 

換地計画供覧 

換地計画縦覧 

●  

調査設計 本工事 

〈北浜護岸緑地内区画道路整備〉 

平成24年11月 都市計画決定 

平成25年3月事業認可 



平成24年11月時点

交付団体 塩竈市 Ｎｏ． 49 事業名 　塩竈市

都市計画決定： H24.12
事業認可　　　： H25.3

D-1-6

D-21-1

◆D-1-6-1

工 事

その他
（関連事

業）

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）
（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。
（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

用地買収

項　　　　目 平成24年度 平成25年度 平成26年度

法定手続き・許認可等

地域等の合意形成

換地設計

審議会

調査・測量・設計

備　考

（参考様式）

塩竈市復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成25～27年度）

※本様式は１－２①・②に記載した事業ごとに記載してください。

事業番号 D-17-5 藤倉地区被災市街地復興土地区画整理事業 事業実施主体

平成27年度

土地評価・換地設計・各種基準作成 

●事業計画決定 
●都市計画決定 

測量調査（街区、画地確定、82条分筆） 

都市計画説明会 

補償調査 

造成工事・道路工事・宅地整地工事 
供給処理撤去工事 

●事業計画変更 

事業計画説明会 仮換地供覧 

●仮換地指定通知 
使用収益の開始 

換地計画準備 換地計画 

選挙準備 

●審議会発足 
●諮問（評価員、各種基準など） 

●諮問（換地設計、仮換地指定） 適宜開催（仮換地指定など） 

測量調査（出来型測

実施設計 

減価補償分（調整・交渉・買収） 

道路工事 

供給処理施設整備工事 

家屋撤去・整地工事 調査・設計 

調査・設計 道路及び雨水排水工事等 

随時換地設計変更（仮換地分割、変更等） 

換地計画縦覧 換地計画供覧 

換地処分 

●通知 

登記 

地権者説明・用地交渉・用地買収 

移転交渉等 

土地評価・換地設計・仮換地指定 換地計画・換地処分・登記 

下水道本管工事 地質調査・詳細設計 



平成24年11月時点

直接交付先 塩竈市 Ｎｏ． 50

H28.3工事完了

備　考

（参考様式）

塩竈市復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成25年度～平成27年度）

※本様式は１－２①・②に記載した事業ごとに記載してください。
事業番号 Ｄ－２１－２ 事業名 越の浦地区下水道事業 事業実施主体 塩竈市

項　　　　目 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。
（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

法定手続き・許認可等

地域等の合意形成

調査・測量・設計

用地買収

工事

その他　(議会等)

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）

漁港管理者協議 

基本設計等 

詳細設計 

債務負担行為設定 契約案件上程 

ポンプ場工事(土木・建築・機械・電気) 

※ポンプ場及び管渠工事一括発注 

ポンプ場工事(土木・建築・機械・電気) 

管渠工事 

JR協議 
国道及び漁港管理者協議 

工事進捗状況等の情報提供 

建築確認申請 



平成24年11月時点

直接交付先 塩竈市 Ｎｏ． 51

H28.3工事完了

備　考

（参考様式）

塩竈市復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成25年度～平成27年度）

※本様式は１－２①・②に記載した事業ごとに記載してください。
事業番号 Ｄ－２１－３ 事業名 新浜町一丁目地区下水道事業 事業実施主体 塩竈市

項　　　　目 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。
（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

法定手続き・許認可等

地域等の合意形成

調査・測量・設計

用地買収

工事

その他　(議会等)

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）

詳細設計 

債務負担行為設定 

契約案件上程 

ポンプ場工事(土木・建築・機械・電気) 

※ポンプ場工事一括発注 

ポンプ場工事(土木・建築・機械・電気) 

工事進捗状況等の情報提供 

建築確認申請 



平成24年11月時点

直接交付先 塩竈市 Ｎｏ． 52

・ポンプ場工事
H28.3工事完了
・調整池・貯留管工事
H27.12工事完了

備　考

（参考様式）

塩竈市復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成25年度～平成27年度）

※本様式は１－２①・②に記載した事業ごとに記載してください。
事業番号 Ｄ－２１－４ 事業名 港町二丁目地区下水道事業 事業実施主体 塩竈市

項　　　　目 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。
（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

法定手続き・許認可等

地域等の合意形成

調査・測量・設計

用地買収

工事

その他　(議会等)

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）

基本設計・測量等 

債務負担行為設定 

ポンプ場工事(土木・建築・機械・電気) 

※ポンプ場工事一括発注及び調整池・貯留管工事一括発注 

ポンプ場工事(土木・建築・機械・電気) 

工事進捗状況等の情報提供 

道路及び港湾管理者協議 

詳細設計 

調整池・貯留管工事 

契約案件上程 

建築確認申請 



平成24年11月時点

直接交付先 塩竈市 Ｎｏ． 53

H27.12工事完了

備　考

（参考様式）

塩竈市復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成25年度～平成27年度）

※本様式は１－２①・②に記載した事業ごとに記載してください。
事業番号 Ｄ－２１－５ 事業名 中の島地区下水道事業 事業実施主体 塩竈市

項　　　　目 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。
（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

法定手続き・許認可等

地域等の合意形成

調査・測量・設計

用地買収

工事

その他　(議会等)

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）

基本設計・測量等 

債務負担行為設定 

ポンプ場工事(土木・建築・機械・電気) 

※放流渠工事一括発注 

放流渠工事 

工事進捗状況等の情報提供 

港湾管理者協議 

詳細設計 

契約案件上程 



平成24年11月時点

交付団体 塩竈市 Ｎｏ． 事業名 　塩竈市

事業計画策定H24.11

（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

備　考

法定手続き・許認可等

地域等の合意形成

調査・測量・設計

用地買収

平成27年度

その他（議会等）

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）
（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

工 事

項　　　　目 平成24年度 平成25年度 平成26年度

（参考様式）

塩竈市復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成24年度～27年度）

※本様式は１－２①・②に記載した事業ごとに記載してください。
54 事業番号 D-23-3 桂島地区防災集団移転促進事業（事業費） 事業実施主体

開発許可申請 

入居開始 

用地買収（移転跡地） 

用地測量・（移転跡地） 

復興整備計画 

用地測量（移転先） 

工事着手 

実施設計 

用地買収（移転先） 

移転費助成 



平成24年11月時点

交付団体 塩竈市 Ｎｏ． 事業名 　塩竈市

事業計画策定H24.11

（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

備　考

法定手続き・許認可等

地域等の合意形成

調査・測量・設計

用地買収

平成27年度

その他（議会等）

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）
（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

工 事

項　　　　目 平成24年度 平成25年度 平成26年度

（参考様式）

塩竈市復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成24年度～27年度）

※本様式は１－２①・②に記載した事業ごとに記載してください。
55 事業番号 D-23-4 寒風沢地区防災集団移転促進事業（事業費） 事業実施主体

開発許可申請 

入居開始 

用地買収（移転跡地） 

用地測量・（移転跡地） 

復興整備計画 

用地測量（移転先） 

工事着手 

実施設計 

用地買収（移転先） 

移転費助成 


