
東日本大震災からの復興に係る土地区画整理事業における土地活用状況

住まいの復興工程表に基づく土地区画整理事業（住居系 50地区）

全体※１ 造成完了済※２ 土地活用済注２）
造成完了済に対する
土地活用済の割合

全体 1,443 ha 730 ha 722 ha 492 ha 68%

岩手県 578 ha 299 ha 298 ha 160 ha 54%

宮城県 704 ha 373 ha 366 ha 297 ha 81%

福島県 161 ha 58 ha 58 ha 35 ha 60%

※１　地区面積ではない。

※２　土地活用前で使用収益開始前の面積は除く。

上記以外の土地区画整理事業（非住居系 15地区）

全体※１ 造成完了済※２ 土地活用済注２）
造成完了済に対する
土地活用済の割合

全体 446 ha 290 ha 284 ha 178 ha 63%

岩手県 22 ha 11 ha 11 ha 5 ha 48%

宮城県 390 ha 258 ha 253 ha 156 ha 61%

福島県 34 ha 20 ha 20 ha 17 ha 87%

※１　地区面積ではない。

※２　土地活用前で使用収益開始前の面積は除く。

（令和２年１２月末現在）

土地区画整理事業による宅地供給
注１）

注１）　宅地面積に、農地、鉄道用地、社寺、墓地、鉄塔用地等は含まない。

注２）　「土地活用済」とは、建築済のほか、農業的利用や駐車場利用等、何かしら土地活用を行っている状態をいう。

土地区画整理事業による宅地供給注１）

注１）　宅地面積に、農地、鉄道用地、社寺、墓地、鉄塔用地等は含まない。

注２）　「土地活用済」とは、建築済のほか、農業的利用や駐車場利用等、何かしら土地活用を行っている状態をいう。

地区面積

地区面積



東日本大震災からの復興に係る土地区画整理事業における土地活用状況
（令和２年１２月末現在）

全体※１ 造成完了済※２ 土地活用済注２）
造成完了済に対する
土地活用済の割合

岩手県 野田村 城内地区 住 9.2 ha 9.2 ha 8.6 ha 93%
岩手県 宮古市 田老地区 住 13.3 ha 13.3 ha 7.9 ha 60%
岩手県 宮古市 鍬ヶ崎・光岸地地区 住 15.0 ha 15.0 ha 9.6 ha 64%
岩手県 山田町 山田地区 住 14.2 ha 14.2 ha 8.8 ha 62%
岩手県 山田町 織笠地区 住 1.6 ha 1.6 ha 1.0 ha 63%
岩手県 山田町 大沢地区 住 4.3 ha 4.3 ha 2.3 ha 53%
岩手県 山田町 山田国道45号周辺地区 非 10.0 ha 10.0 ha 4.8 ha 48%
岩手県 山田町 織笠地区（跡浜区域） 非 1.2 ha 1.2 ha 0.6 ha 50%
岩手県 大槌町 町方地区 住 19.8 ha 19.8 ha 13.2 ha 67%
岩手県 大槌町 赤浜地区 住 4.4 ha 4.4 ha 2.8 ha 64%
岩手県 大槌町 安渡地区 住 3.6 ha 3.6 ha 2.4 ha 67%
岩手県 大槌町 吉里吉里地区 住 5.2 ha 5.2 ha 4.0 ha 77%
岩手県 釜石市 片岸地区 住 15.3 ha 15.3 ha 9.9 ha 65%
岩手県 釜石市 鵜住居地区 住 32.6 ha 32.6 ha 17.4 ha 53%
岩手県 釜石市 嬉石松原地区 住 7.6 ha 7.6 ha 5.2 ha 68%
岩手県 釜石市 平田地区 住 14.8 ha 14.8 ha 9.5 ha 64%
岩手県 大船渡市 大船渡駅周辺地区 住 19.7 ha 19.7 ha 14.6 ha 74%
岩手県 陸前高田市 今泉地区 住 32.7 ha 31.8 ha 9.9 ha 31%
岩手県 陸前高田市 高田地区 住 85.4 ha 85.4 ha 32.9 ha 39%
宮城県 気仙沼市 魚町・南町地区 住 6.4 ha 6.4 ha 5.8 ha 91%
宮城県 気仙沼市 南気仙沼地区 住 21.7 ha 21.7 ha 10.3 ha 47%
宮城県 気仙沼市 鹿折地区 住 28.0 ha 28.0 ha 15.0 ha 54%
宮城県 気仙沼市 松崎片浜地区 非 4.0 ha 4.0 ha 0.0 ha 0%
宮城県 南三陸町 志津川地区 非 33.7 ha 33.6 ha 17.6 ha 52%
宮城県 石巻市 新蛇田地区 住 29.9 ha 29.9 ha 29.6 ha 99%
宮城県 石巻市 新蛇田南地区 住 19.0 ha 19.0 ha 18.7 ha 98%
宮城県 石巻市 新渡波地区 住 11.3 ha 11.3 ha 10.9 ha 97%
宮城県 石巻市 新渡波西地区 住 6.6 ha 6.6 ha 6.4 ha 98%
宮城県 石巻市 あけぼの北地区 住 3.5 ha 3.5 ha 3.5 ha 99%
宮城県 石巻市 下釜第一地区 住 8.6 ha 8.6 ha 6.4 ha 74%
宮城県 石巻市 中央一丁目地区 住 0.9 ha 0.9 ha 0.9 ha 100%
宮城県 石巻市 新門脇地区 住 11.6 ha 11.6 ha 9.6 ha 83%
宮城県 石巻市 湊東地区 住 22.3 ha 15.5 ha 15.5 ha 100%
宮城県 石巻市 湊北地区 住 9.9 ha 9.7 ha 6.9 ha 71%
宮城県 石巻市 新蛇田南第二地区 非 7.6 ha 7.6 ha 7.5 ha 99%
宮城県 石巻市 湊西地区 非 25.3 ha 25.3 ha 16.3 ha 64%
宮城県 石巻市 上釜南部地区 非 27.6 ha 27.6 ha 16.0 ha 58%
宮城県 石巻市 下釜南部地区 非 16.7 ha 12.0 ha 6.1 ha 51%
宮城県 石巻市 中央二丁目地区 非 0.8 ha 0.7 ha 0.7 ha 100%
宮城県 女川町 中心部地区 住 89.9 ha 89.9 ha 65.7 ha 73%
宮城県 女川町 荒立地区 住 1.6 ha 1.6 ha 1.4 ha 88%
宮城県 女川町 陸上競技場跡地区 住 2.3 ha 2.3 ha 2.3 ha 100%
宮城県 女川町 宮ケ崎地区 住 2.8 ha 2.8 ha 2.6 ha 93%
宮城県 東松島市 東矢本駅北地区 住 13.6 ha 13.6 ha 13.6 ha 100%
宮城県 東松島市 野蒜北部丘陵地区 住 25.0 ha 25.0 ha 21.3 ha 85%
宮城県 東松島市 大曲浜地区 非 27.7 ha 27.7 ha 18.9 ha 68%
宮城県 七ヶ浜町 菖蒲田浜地区 住 2.7 ha 2.7 ha 2.4 ha 89%
宮城県 七ヶ浜町 花渕浜地区 住 6.5 ha 6.5 ha 5.0 ha 77%
宮城県 七ヶ浜町 代ヶ崎浜A地区 住 3.5 ha 3.5 ha 2.0 ha 57%
宮城県 七ヶ浜町 代ヶ崎浜B地区 住 4.8 ha 4.8 ha 3.8 ha 79%
宮城県 多賀城市 宮内地区 住 3.9 ha 3.9 ha 2.8 ha 72%
宮城県 塩竈市 北浜地区 住 3.8 ha 3.8 ha 2.9 ha 78%
宮城県 塩竈市 藤倉二丁目地区 住 0.4 ha 0.4 ha 0.3 ha 77%
宮城県 名取市 閖上地区 住 32.7 ha 32.7 ha 31.4 ha 96%
宮城県 名取市 閖上東地区 非 40.4 ha 40.4 ha 21.7 ha 54%
宮城県 岩沼市 西原地区 非 4.5 ha 4.5 ha 4.3 ha 96%
宮城県 仙台市 蒲生北部地区 非 70.0 ha 70.0 ha 46.5 ha 66%
福島県 新地町 新地駅周辺地区 住 14.7 ha 14.7 ha 9.2 ha 63%
福島県 いわき市 久之浜地区 住 7.5 ha 7.5 ha 4.6 ha 61%
福島県 いわき市 薄磯地区 住 11.4 ha 11.4 ha 5.7 ha 50%
福島県 いわき市 豊間地区 住 18.9 ha 18.9 ha 10.7 ha 57%
福島県 いわき市 岩間地区 住 4.1 ha 4.1 ha 3.6 ha 88%
福島県 いわき市 小浜地区 住 1.7 ha 1.7 ha 1.4 ha 82%
福島県 いわき市 小名浜港背後地 非 5.9 ha 5.9 ha 5.9 ha 100%
福島県 富岡町 曲田地区 非 14.3 ha 14.0 ha 11.5 ha 82%
注１）　宅地面積に、農地、鉄道用地、社寺、墓地、鉄塔用地等は含まない。
注２）　建築済のほか、農業的利用や駐車場利用等、何かしら土地活用を行っている状態を土地活用済とし、それ以外を未活用と分類
※１　地区面積ではない。
※２　土地活用前で使用収益開始前の面積は除く。

土地区画整理事業による宅地供給注１）

県名 市町村名 地区名
住居
非住居


