集中復興期間（H23～27 年度）における「市復興事業計画」に基づく取組について
１ 復興事業計画について
H23～32

復興に向けた基本方針等を示した「復興ビジョン」
（H23.９
月策定）に基づき、具体的な取組を５つの取組の柱ごとに位
置付け、平成 23 年 12 月に策定したものであり、事業の進捗
状況や市民の皆さまのニーズ等を踏まえ、毎年度ローリング
を行い、復興に向けた取組を推進してきました。
○計 画 期 間：平成 23～27 年度（５か年）
○全体事業費：2,129 億 6,500 万円（契約額ベース）
○取組事業数：222 取組（すべて着手済）
平成 28 年度以降は、新・市総合計画改定後期基本計画にお
いて「復興」を重点戦略の１つとして掲げ、
「震災前にも増し
て」をキーワードとして、地域創生や各種まちづくり施策と
一体的に取組み、真の復興を目指すこととしています。

復興ビジョン
（復興に向けた基本方針や主要な施策）

H23～25

H23～27

復旧計画

復興事業計画

（復旧までの作業工程）

（復興ビジョンに基づく
具体的な取組）

H28 年度以降

H28～32

④子ども元気パークの整備（約 11 億円）
H25 年度：設計委託等
H26 年度：新築工事・公園整備着工
H27 年度：新築工事・公園整備完了
※ 平成 28 年４月１日から「こども元気センター」供用開始
⑤市立公民館と支所等の複合化（約５億円）
H27 年度：江名公民館・江名市民サービスセンター供用開始（H27.4.1）
⑥屋内ヘルスプール施設(いわき新舞子ハイツヘルスプール棟)の改築（約７億円）
H26 年度：新舞子ハイツヘルスプール棟の改修工事を実施(H25.12～H27.2)
⑦除染の実施（約 243 億円）
H23～24 年度：除染実施計画策定、住宅・教育保育施設・都市公園等の除染
H25～26 年度：教育保育施設・都市公園・市道・住宅・その他公共施設の除染
H27 年度:住宅・市道・その他公共施設等の除染 ※H29.3 月の終了を目指す

柱３ 社会基盤の再生・強化
592
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２ 主な取組内容
柱１ 被災者の生活再建

（37 取組／事業費 483 億円）

①災害公営住宅の整備（約 369 億円）
H25 年度：32 戸整備 H26 年度：807 戸整備 H27 年度：674 戸整備
合計：1,513 戸整備
（内訳）平：430 戸 小名浜：189 戸 勿来：237 戸 常磐：120 戸
内郷：250 戸 四倉：151 戸 久之浜：136 戸
②市街化区域の見直し等による土地の確保（約 700 万円）
H26 年度：地区計画制度の運用基準作成、候補地選定（19 地区）
①常磐関船団地 H26.3 月入居開始
H27 年度：都市計画法に基づく手続き開始（平上荒川、平中山）
③市被災救助費等の支給（約 49 億円）
（主な実績）市被災救助費 【救助金】39,023 件/34 億 8,077 万円 【弔慰金】461 件/9,110 万円

柱２ 生活環境の整備・充実

（77 取組／事業費 648 億円）

①新病院の建設（約 145 億円）
H23～26 年度：基本構想・基本計画の策定、基本設計、実施設計
H27 年度：本体工事着工（起工式） ※新病院は平成 30 年 12 月に開院予定
②大学医学部寄附講座の開設（約２億円）
H25 年度：福島県立医科大学との間で「地域産婦人科支援講座」の協定締結
H27 年度：福島県立医科大学との間で「地域整形外科支援講座」の協定締結
③学校施設の耐震化の実施（約 66 億円）
（主な実績）
校舎：小学校 21 校、中学校 11 校 屋内運動場：小学校 29 校、中学校 16 校
※ このほか、小学校７校、中学校７校は平成 28 年度中の完了を目指す。

④こども元気センター(植田町)

⑦住宅除染の状況(H28.1 月)

（30 取組／事業費 523 億円）

①宅地・団地被害に対する支援（約 11 億円）
（実施地区/施工面積/戸数）
常磐西郷町忠多/2.6ha/50 戸 泉もえぎ台/6.5ha/84 戸
②震災復興土地区画整理事業（約 354 億円）
（実施地区/施工面積）
②震災復興土地区画整理事業
(H28.1 月 豊間地区)
久之浜/28.3ha 薄磯/37.0ha 豊間/55.9ha 小浜/3.8ha 岩間/12.5ha
H27 年度：宅地造成、公共施設整備工事、宅地引渡し（54 区画）
※ H29.12 月までに、全ての地区で宅地の引渡しの完了(全 838 区画)を目指す
③防災集団移転促進事業（約 18 億円）
（実施地区/施工面積/戸数）
末続/0.7ha/10 戸 金ケ沢/0.6ha/10 戸 走出/0.1ha/３戸 錦町須賀/0.7 ha/19 戸 ③久之浜町金ヶ沢地区の移転先
団地（H28.1 月の状況）
※ H26 年度までに全ての地区で移転先住宅団地が完成し、宅地の引渡しを開始
④久之浜地区防災拠点施設(津波避難ビル)の整備（約 14 億円）
H24 年度：基本構想策定等 H25 年度：基本設計・実施設計等
H26 年度：工事着工
H27 年度：供用開始
鉄筋コンクリート造３階建、建築面積 837.17 ㎡(延床面積 2,207.39 ㎡)
④久之浜・大久ふれあい館
（H28.3 月供用開始）

柱４ 経済・産業の再生・創造

（63 取組／事業費 475 億円）

①小名浜魚市場の再編整備（約 90 億円）
H26 年度：新・小名浜魚市場、凍結品荷さばき施設、
冷凍･冷蔵施設供用開始（H27.3 月）
②太平洋諸国との交流推進（約 2,500 万円）
H24 年度：太平洋諸国舞踊祭の開催等
H27 年度：第７回太平洋・島サミット（H27.5.22～23）
③小名浜港周辺地域の復興（約 92 億円）
H23 年度：イオンモール㈱とパートナー基本協定締結等
H26 年度：小名浜港湾合同庁舎（国）移転完了
H27 年度：小名浜港湾建設事務所（県）移転完了
※ 平成 28 年８月 22 日起工式、平成 30 年夏頃オープンを目指す
敷地面積：39,400 ㎡ 建築面積：27,000 ㎡ 延床面積：94,000 ㎡
建物構造：鉄骨造（地上５階建）

②いわき太平洋・島サミット
※イメージパース

③(仮称)イオンモールいわき小名浜

柱５ 復興の推進

①新病院完成イメージ

（15 取組／事業費 1 億円）

①財源の確保
震災からの復興に向けた国の財政措置の有効活用により復興財源の確保に努めてきた。
（主な財源）
・東日本大震災復興交付金【H23～27 年度交付額】約 1,008 億 6,400 万円
・福島再生加速化交付金 【H25～27 年度交付額】 約 28 億 1,900 万円

