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復興交付金の交付可能額通知（第１回目）について 

 

１．交付可能額について（県別、単位は億円） 

  第１回提出された交付金事業計画に対して行う交付可能額の通知は

各県別に以下のとおり。 
 

 青森県 岩手県 宮城県 福島県 茨城県 栃木県 千葉県 合計 

交

付

可

能

額 

事

業

費 

18.3 957.2 1,436.2 603.3 28.2 8.1 1.8 3,053.2 

国

費 
15.7 797.6 1,161.5 505.1 21.9 6.1 1.4 2,509.4 

（注）計数は精査の結果、今後変動があり得る。 

また、端数処理により合計と一致しない場合がある。 

 

２．主な事業（計数は事業費） 

○ 水産・漁港関連施設整備事業（21市町村、約 258億円） 

○ 防災集団移転促進事業(早期事業着手が見込まれるもの（事業費込）、12 市町村、54 地区、約 5,200 戸、約 437 億円) 

 （注）24 年度第１四半期までに事業着手するもの。事業完了は早い

地区で 25年度を予定 

○ 防災集団移転促進事業（その他（調査費）、15 市町村、約 79 億円） 

○ 災害公営住宅整備事業（32市町村、約 1,356 億円） 

 （注）上記のうち 24 年度までに着工、25 年度完成を予定するもの約 5,500 戸 

○ 農地整備事業（16市町村、約 52.8 億円） 

○ 都市防災総合推進事業（調査費等、39市町村、約 30.0 億円） 

 ○ 市街地液状化対策事業（調査費、６市町村、約 7.9億円） 

○ 造成宅地滑動崩落対策事業（12 市町村、約 324.7億円） 
 

３．今後の予定について 

３月末に第２回事業計画の提出を受付け。 



事業費 国費 事業費 国費

八戸市 16.2 14.1 郡山市 0.9 0.7

三沢市 0.3 0.2 いわき市 153.4 121.6

おいらせ町 0.3 0.2 須賀川市 0.3 0.2

階上町 1.5 1.1 相馬市 196.9 165.4

二本松市 0.3 0.2

宮古市 134.9 110.1 南相馬市 230.5 200.2

大船渡市 98.7 84.9 鏡石町 0.2 0.2

久慈市 14.2 10.0 西郷村 5.8 4.3

一関市 2.4 1.8 広野町 0.7 0.5

陸前高田市 138.0 115.2 双葉町 0.7 0.5

釜石市 175.7 148.5 新地町 13.8 11.3

大槌町 126.2 108.0

山田町 79.3 68.2 高萩市 0.4 0.3

岩泉町 29.6 23.4 北茨城市 0.2 0.2

洋野町 12.6 9.5 ひたちなか市 7.0 5.4

田野畑村 92.4 75.4 鹿嶋市 5.5 4.6

普代村 13.1 9.2 潮来市 1.8 1.3

野田村 40.2 33.4 神栖市 4.2 3.1

大洗町 2.7 2.1

仙台市 509.3 407.5 東海村 6.4 4.8

石巻市 151.5 123.3 栃木県

塩竈市 71.9 55.4 矢板市 8.1 6.1

気仙沼市 53.2 42.3 千葉県

白石市 5.5 4.1 浦安市 0.9 0.7

名取市 79.9 63.4 香取市 0.7 0.5

多賀城市 45.6 39.0 山武市 0.2 0.2

岩沼市 31.0 25.2

登米市 0.2 0.1

東松島市 84.7 70.7

大崎市 10.2 8.9

亘理町 131.1 111.9

山元町 58.0 47.8

松島町 10.4 8.6

七ケ浜町 67.4 57.5

利府町 3.6 2.7

美里町 0.04 0.03

女川町 51.8 39.3

南三陸町 71.0 53.8

（注） 単位は億円。
計数は精査の結果、今後変動があり得る。
また、端数処理により合計と一致しない場合がある。

市町村別の交付可能額（第１回）

県 市町村
交付可能額

県 市町村
交付可能額

合計：59市町村

青森県 福島県

岩手県

茨城県

宮城県



【平成２３年度に事業着手する予定地区：４地区】
市町村 地区名 着手内容

城内 測量・設計、用地取得
米田・南浜 測量・設計、用地取得
細田 測量・設計、用地取得
刈敷田 測量・設計、用地取得

【平成２４年度第１四半期に事業着手する予定地区：５０地区】
市町村 地区名 着手内容

釜石市 花露辺 測量・設計、用地取得

末崎（門之浜） 測量・設計、用地取得

末崎（小細浦） 測量・設計、用地取得

綾里（田浜） 測量・設計、用地取得

越喜来（崎浜） 測量・設計

大沢Ａ 測量・設計、用地取得

大沢Ｂ 測量・設計、用地取得

舞根第二 測量・設計、用地取得

戸倉 測量・設計、用地取得

歌津 測量・設計、用地取得

名取市 下増田 測量・設計

竹浦 測量・設計

桐ヶ崎 測量・設計

横浦 測量・設計

飯子浜 測量・設計

塚浜 測量・設計

野蒜 測量・設計、用地取得

大曲浜 測量・設計、用地取得

浜須賀 測量・設計、用地取得

立沼 測量・設計、用地取得

浜市・牛網 測量・設計、用地取得

宮戸 測量・設計、用地取得

岩沼市 玉浦西 測量・設計、用地取得

新沼 測量・設計、用地取得

荒田 測量・設計、用地取得

南ノ入 測量・設計、用地取得

高塚 測量・設計、用地取得

鷲山 測量・設計、用地取得

磯部中西 測量・設計、用地取得

南海老 測量・設計、用地取得

北海老 測量・設計、用地取得

南屋形 測量・設計、用地取得

西町 測量・設計、用地取得

寺内 測量・設計、用地取得

小池 測量・設計、用地取得

大内 測量・設計、用地取得

烏崎 測量・設計、用地取得

金沢 測量・設計、用地取得

北泉 測量・設計、用地取得

泉 測量・設計、用地取得

小川町 測量・設計、用地取得

上渋佐 測量・設計、用地取得

萱浜 測量・設計、用地取得

雫 測量・設計、用地取得

小浜 測量・設計

江井 測量・設計

小沢 測量・設計

末続 測量・設計、用地取得

金ヶ沢 測量・設計、用地取得

錦町須賀 測量・設計、用地取得

南相馬市

復興交付金による防災集団移転促進事業の早期事業着手予定地区

いわき市

福島県

野田村岩手県

福島県 相馬市

大船渡市
岩手県

気仙沼市

南三陸町

宮城県

相馬市

東松島市

女川町



復興交付金による災害公営住宅整備事業の早期着工地区

【平成23年度内に建設着工予定地区：48戸】

県 市町村名 地区名 戸数

宮城県 仙台市 北六番丁 12

馬場野 12

原釜 12

磯部 12

【平成24年度上半期に建設着工予定地区：1,258戸】

県 市町村名 地区名 戸数

白山台 12

多賀台 26

湊 12

白銀 12

平田 120

野田 40

大槌町 吉里吉里 35

田子西 180

荒井東 200

若林西 150

鹿野 70

石巻市 本庁地区（市街地） 150

東松島市 鳴瀬給食センター跡地 20

新山下駅周辺 90

新坂元駅周辺 20

明神前 50

細田 71

※平成24年3月2日現在。戸数については現在計画されている予定戸数

福島県 相馬市

岩手県

相馬市福島県

釜石市

宮城県

仙台市

山元町

青森県 八戸市


