
（平成２９年７月４日現在）

認定
番号

認定日 申請主体 計画の概要 計画の効果

青
森

１ H24.3.2 青森県・４市町
・産業集積関係の税制上の特例（国税、地方税）
・工場立地法等に基づく緑地等規制の特例

グリーンイノベーション関連産業、食品関連産業等について、企業の新
規立地・投資及び被災者の雇用が促進される。

２ H24.6.26 三沢市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 冷凍食品製造工場の整備が促進される。
３ H24.10.12 八戸市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 冷凍・冷蔵施設の新設が促進される。
４ H25.8.2 おいらせ町 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 段ボール製品製造設備の整備が促進される。
５ H26.6.27 八戸市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） セメント製造設備の新設等が促進される。
６ H27.6.30 八戸市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 船舶製造工場の増設が促進される。
７ H27.10.23 三沢市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 食用鶏肉処理工場の増設が促進される。
８ H28.6.30 八戸市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） ジャイロセンサ製造工場の新設が促進される。
９ H29.1.31 八戸市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 物流倉庫の新設が促進される。
10 H29.1.31 八戸市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 惣菜センターの新設が促進される。

岩
手

１
H24.2.9
（H29.1.20
変更認定）

岩手県
・医療機関に対する医療従事者の配置基準の特例
・薬局等構造設備規則の特例 等

医師等が少ない現状でも必要な医療・福祉サービスの提供が可能とな
り、訪問リハビリ事業所や薬局の整備が促進される。

２

H24.3.30
（H24.8.28
H25.3.26
H25.6.11
H28.12.20
変更認定）

岩手県
・産業集積関係の税制上の特例（国税、地方税）
・医療機器製造販売業等の許可基準の緩和

電子機械製造関連産業、医薬品関連産業、繊維工業などについて、企
業の新規立地・投資及び被災者の雇用が促進される。

３ H24.8.3 釜石市 ・用途規制の緩和に係る特例（建築基準法の特例） 工業専用地域において、商業施設の整備が促進される。
４ H25.2.22 大槌町 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 採石プラント増設に伴う設備機器の増強が促進される。
５ H25.2.22 宮古市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 採石プラント増設に伴う設備機器の増強が促進される。

６
H25.3.26
(H28.3.29変
更認定)

釜石市 ・産業集積関係の税制上の特例（国税、地方税）
商業等について、企業の新規立地・投資及び被災者の雇用が促進され
る。

７ H25.4.12 岩手県 ・確定拠出年金に係る中途脱退要件の緩和
脱退一時金を地域振興事業に要する資金の一部に活用することを通じ、
地域の活性化を促進する。

８

H25.5.28
（H25.9.13
H26.6.13
H27.2.27
Ｈ27.12.15
H28.3.24
H28.11.15
H29.3.24
変更認定）

岩手県 ・応急仮設建築物の存続期間の延長に係る特例
公共施設、店舗・工場等の存続期間を延長し、生活に必要なサービス
等の安定的な供給を行う。

９ H25.8.2 釜石市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） LNG受入・供給施設の整備が促進される。

復興推進計画の認定状況①



認定
番号

認定日 申請主体 計画の概要 計画の効果

岩
手

10 H25.8.27 岩手県 ・公営住宅の入居者要件等の特例 公営住宅の入居者要件の緩和により、被災者の住宅確保を促進する。
11 H25.11.5 一関市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） ピストンリング製造機械設備の新設が促進される。
12 H25.11.5 奥州市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 米菓製造工場の増設が促進される。
13 H26.1.31 釜石市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） ショッピングセンターの新設が促進される。
14 H26.6.27 大船渡市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 宿泊施設の新設が促進される。
15 H26.6.27 陸前高田市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） ショッピングセンターの新設が促進される。
16 H26.6.27 陸前高田市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） スーパーマーケットの新設が促進される。
17 H26.10.31 久慈市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） タンカー建造工場の増設が促進される。
18 H26.10.31 久慈市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 医療施設の新設が促進される。
19 H26.10.31 一関市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 複合商業施設の新設が促進される。
20 H27.6.30 花巻市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 飲料製造ライン及び物流倉庫の増設が促進される。
21 H28.1.22 久慈市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 鶏肉製造工場の増設が促進される。
22 H28.1.22 大船渡市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 菓子工場の新設が促進される。

23 H28.3.29 大船渡市 ・産業集積関係の税制上の特例（国税、地方税）
商業等について、企業の新規立地・投資及び被災者の雇用が促進さ
れる。

24
H28.6.2
（Ｈ29.7.4

変更認定）
山田町 ・産業集積関係の税制上の特例（国税、地方税）

商業等について、企業の新規立地・投資及び被災者の雇用が促進さ
れる。

25 H28.12.20 陸前高田市 ・産業集積関係の税制上の特例（国税、地方税）
商業等について、企業の新規立地・投資及び被災者の雇用が促進さ
れる。

26 H28.12.20 大槌町 ・産業集積関係の税制上の特例（国税、地方税）
商業等について、企業の新規立地・投資及び被災者の雇用が促進さ
れる。

27 H29.1.31 大船渡市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） ファクトリーショップの新設が促進される。
28 H29.1.31 大船渡市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 建材保管施設等の新設が促進される。
29 Ｈ29.7.4 一関市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） ガス化バイオマス発電事業施設の新設が促進される。
30 Ｈ29.7.4 岩手県 ・被災者向け優良賃貸住宅の特別償却等 被災者向け優良賃貸住宅の供給が促進される。

宮
城

１

H24.2.9
（H24.5.25
H24.12.14
H26.2.28
H27.4.27
H28.12.20
変更認定）

宮城県・３４市町村
・産業集積関係の税制上の特例（国税、地方税）
・工場立地法等に基づく緑地等規制の特例

ものづくり産業（自動車関連産業、高度電子機械産業等）について、企
業の新規立地・投資及び被災者の雇用が促進される。

２ H24.3.2 仙台市 ・産業集積関係の税制上の特例（国税、地方税）
農業及び農業関連産業について、企業の新規立地・投資及び被災者
の雇用が促進される。

３ H24.3.23 塩竈市
・産業集積関係の税制上の特例（国税、地方税）
・金融上の特例（利子補給金の支給）

観光関連産業について、企業の新規立地・投資及び被災者の雇用が
促進されるとともに、観光関連産業及び水産加工業の中核施設整備
が促進される。

復興推進計画の認定状況②



認定
番号

認定日 申請主体 計画の概要 計画の効果

宮
城

４
H24.3.23
（H26.2.28
変更認定）

石巻市
・産業集積関係の税制上の特例（国税、地方税）
・指定会社に対する出資に係る税制上の特例（国税）

商業、福祉・介護業等について、企業の新規立地・投資及び被災者の
雇用が促進される。
まちづくり会社の財務基盤が強化され、同社のまちづくり支援活動が
活性化される。

５ H24.3.23 石巻市 ・農地法の特例（農地転用許可基準の緩和） 乾燥調製貯蔵施設の迅速な整備が実現する。

６
H24.4.10
（H29.1.10
変更認定）

宮城県
・医療機関に対する医療従事者の配置基準の特例
・医療機器製造販売業等の許可基準の緩和 等

医師等が少ない現状でも必要な医療・福祉サービスの提供が可能と
なり、訪問リハビリ事業所や薬局の整備が促進される。
事業者に設置が義務付けられている責任者の確保が容易になり、医
療機器製造販売業の立地が促進される。

７
H24.6.12
（H27.9.2
変更認定）

宮城県・17市町村 ・産業集積関係の税制上の特例（国税、地方税）
情報サービス関連産業（ソフトウェア業、コールセンター、データセン
ター等）について、企業の新規立地・投資及び被災者の雇用が促進さ
れる。

８
H24.7.27
（H24.9.28
変更認定）

石巻市 ・産業集積関係の税制上の特例（国税、地方税）
商業及び観光関連産業等について、企業の新規立地・投資及び被災
者の雇用が促進される。

９ H24.9.28 七ヶ浜町 ・用途規制の緩和に係る特例（建築基準法の特例）
町内中心部の高台地区（第一種中高層住居専用地域）において、第
ニ種中高層住居専用地域と同様の一定規模の事務所の建築が可能
となる。

10
H24.9.28
（H27.８.７
変更認定）

宮城県・11市町 ・産業集積関係の税制上の特例（国税、地方税）
農業及び農業関連産業について、企業の新規立地・投資及び被災者
の雇用が促進される。

11 H24.11.6 女川町 ・用途規制の緩和に係る特例（建築基準法の特例）
第二種住居地域及び商業地域の一部区域において、漁業関連施設
や水産加工施設等の建設を可能とする。

12 H24.12.14 多賀城市 ・産業集積関係の税制上の特例（国税、地方税）
商業及び飲食業等について、企業の新規立地・投資及び被災者の雇
用が促進される。

13 H24.12.14 東松島市 ・産業集積関係の税制上の特例（国税、地方税）
商業及びツーリズム関連産業等について、企業の新規立地・投資及
び被災者の雇用が促進される。

14
H25.2.1
（H28.1.22
変更認定）

石巻市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 電子部品等の研究開発・生産拠点の再整備が促進される。

15 H25.2.22 仙台市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 物流センターの新設が促進される。
16 H25.2.22 白石市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） コンピューター制御付き物流センターの新設が促進される。
17 H25.2.22 大和町 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 物流センターの新設が促進される。

18 H25.3.26 岩沼市 ・産業集積関係の税制上の特例（国税、地方税）
小売業、医療・福祉産業等について、企業の新規立地・投資及び被災
者の雇用が促進される。

19 H25.3.26 石巻市 ・被災者向け優良賃貸住宅の特別償却等 被災者向けの優良賃貸住宅の供給が促進される。

20 H25.3.26 宮城県 ・確定拠出年金に係る中途脱退要件の緩和
脱退一時金を地域振興事業に要する資金の一部に活用することを通
じ、地域の活性化を促進する。

復興推進計画の認定状況③



認定
番号

認定日 申請主体 計画の概要 計画の効果

宮
城

21

H25.4.12
（H25.9.13
H27.1.23
H28.2.26
H29.5.19
変更認定）

宮城県・10市町 ・応急仮設建築物の存続期間の延長に係る特例
仮設校舎、事務所、商店等の存続期間を延長し、生活に必要なサー
ビス等の安定的な供給を行う。

22 H25.4.12 仙台市 ・産業集積関係の税制上の特例（国税、地方税）
水族館、飲食店、小売業等について、企業の新規立地・投資及び被
災者の雇用が促進される。

23 H25.4.23 宮城県 ・漁業法の特例（特定区画漁業権免許事業）
当該地区における漁業生産の増大、地元漁民の生業の維持及び雇
用機会の創出が促進される。

24

H25.4.26
（H26.3.14
H27.2.18
H28.2.26
H28.4.5
H28.12.20
変更認定）

石巻市 ・応急仮設建築物の存続期間の延長に係る特例
公益的施設、仮設店舗、仮設工場等の存続期間を延長し、生活に必
要なサービス等の安定的な供給を行う。

25 H25.6.11 気仙沼市 ・産業集積関係の税制上の特例（国税、地方税）
観光関連産業の集積について、企業の新規立地・投資並びに被災者
の雇用が促進される。

26
H25.9.13
（H27.3.5
変更認定）

塩竈市 ・応急仮設建築物の存続期間の延長に係る特例
店舗、事務所、市庁舎等の存続期間を延長し、生活に必要なサービ
ス等の安定的な供給を行う。

27 H25.10.11 南三陸町 ・用途規制の緩和に係る特例（建築基準法の特例）
同町志津川字御前下地区内の第二種住居地域の一部において、水
産加工工場等の立地を促進するため、用途制限の緩和を行う。

28 H25.10.29 宮城県・35市町村 ・公営住宅の入居者要件等の特例 公営住宅の入居者要件緩和により、被災者の住宅確保を促進する。

29 H25.10.29 山元町 ・産業集積関係の税制上の特例（国税、地方税）
小売業・サービス業等の集積について、企業の新規立地・投資並び
に被災者の雇用が促進される。

30 H25.11.5 石巻市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 救急病棟の建設が促進される。

31 H25.11.5 塩竈市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 冷蔵冷凍処理加工施設の整備が促進される。

32 H25.11.5 栗原市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 自動車用プレス・樹脂製品製造工場の増設が促進される。

33 H26.1.31 仙台市 ・応急仮設建築物の存続期間の延長に係る特例
仮設小学校校舎、大学校舎等の存続期間を延長し、生活に必要な
サービス等の安定的な供給を行う。

34
H26.1.31
（H29.7.4
変更認定）

仙台市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 物流倉庫の新設が促進される。

35 H26.1.31 村田町 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 建築資材製造工場の増設が促進される。

36 H26.9.29 女川町 ・用途規制の緩和に係る特例（建築基準法の特例）
鷲神浜地区の第一種・第二種中高層住居専用地域の一部において、
ホテル・事業所の建設を促進するため、用途制限の緩和を行う。

37 H26.10.31 塩竈市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 医療施設の増設が促進される。

38 H26.10.31 岩沼市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 味付け牛タン製造工場の増設が促進される。

39 H26.10.31 蔵王町 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 清涼飲料製造ラインの増強が促進される。

復興推進計画の認定状況④



認定
番号

認定日 申請主体 計画の概要 計画の効果

宮
城

40 H26.10.31 山元町 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 医療機器・自動車用精密機器製造工場の増設が促進される。
41 H26.10.31 山元町 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 航空機エンジン部品製造工場の新設が促進される。
42 H26.10.31 富谷町 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 自動車部品物流施設の増設が促進される。
43 H26.10.31 大衡村 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 太陽電池製造工場の新設が促進される。

44 H26.11.20 名取市 ・用途規制の緩和に係る特例（建築基準法の特例）
閖上地区の第一種住居地域の一部において、水産加工施設の整備
が可能になるよう、用途制限の緩和を行う。

45
H26.12.17
（H28.8.19
変更認定）

南三陸町
・産業集積関係の税制上の特例（国税、地方税）
・指定会社に対する出資に係る税制上の特例（国
税）

観光関連産業、再生可能エネルギー関連産業の集積について、企業
の新規立地・投資並びに被災者の雇用が促進される。
まちづくり会社の財務基盤が強化され、同社のまちづくり支援活動が
活性化される。

46 H27.1.15 仙台市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 火力発電所リプレースが促進される。
47 H27.1.15 岩沼市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 複合商業施設（食品スーパー等）の新設が促進される。
48 H27.1.15 岩沼市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 冷凍物流センターの新設が促進される。
49 H27.1.15 栗原市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 自動車用プラスチック製品製造工場の新設が促進される。

50
H27.5.8
（H28.8.19
変更認定）

女川町
・産業集積関係の税制上の特例（国税、地方税）
・指定会社に対する出資に係る税制上の特例（国
税）

商業、観光関連産業の集積について、企業の新規立地・投資並びに
被災者の雇用が促進される。
まちづくり会社の財務基盤が強化され、同社のまちづくり支援活動が
活性化される。

51 H27.6.23 岩沼市 ・応急仮設建築物の存続期間の延長に係る特例
仮設事務所、仮設作業所の存続期間を延長し、事業活動の維持・再
建を促進する。

52 H27.6.30 石巻市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 食品卸売事務所及び食品加工場の新設が促進される。
53 H27.6.30 石巻市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 冷凍食品製造工場の新設が促進される。
54 H27.6.30 丸森町 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 建築用金属製サッシ製造工場の増設が促進される。
55 H27.10.23 石巻市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 型枠合板製造設備の新設が促進される。

56 H27.12.4 南三陸町 ・用途規制の緩和に係る特例（建築基準法の特例）
同町志津川字十日町内及び字大森地内において地元企業の速やか
な工場立地を促進するため、土地用途制限の緩和を行う。

57 H28.1.22 登米市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 自動車部品製造能力増強のための工場の新設が促進される。
58 H28.1.22 女川町 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 水産加工品に係る工場等の新設が促進される。
59 H28.1.22 栗原市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 食品スーパーの新設が促進される。

60
H28.1.22

（H29.2.28認定取
消し）

亘理町 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 受水槽機能付き特殊水道管製造工場の新設が促進される。

61 H28.4.27 南三陸町 ・用途規制の緩和に係る特例(建築基準法の特例）
同町志津川字新井田地内の第一種住居地域及び準住居地域におい
て給食センターの整備が可能となるよう用途制限の緩和を行う。

62 H28..6.30 登米市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 通信制高等学校の新設が促進される。
63 H28.10.28 岩沼市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 格納庫の新設が促進される。
64 H28.10.28 利府町 ・金融上の特例（利子補給金の支給） スーパーの新設が促進される。
65 H28.10.28 石巻市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 飼料配合工場施設の新設及び配合設備の設置が促進される。
66 H28.10.28 塩竈市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 水産練り製品製造工場の新設が促進される。
67 H29.1.31 南三陸町 ・金融上の特例（利子補給金の支給） スーパーの新設が促進される。
68 Ｈ29.7.4 栗原市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 自動車部品製造工場の新設が促進される。

復興推進計画の認定状況⑤
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福
島

１ H24.3.16 福島県 ・医療機器製造販売業等の許可基準の緩和
事業者に設置が義務付けられている責任者の確保が容易になり、医
療機器製造販売業の立地が促進される。

２

H24.4.20
（H25.7.5
H25.11.29
H26.2.28
H26.11.4
H29.2.28
変更認定）

福島県・59市町村 ・産業集積関係の税制上の特例（国税、地方税）
輸送用機械、電子機器、医療・福祉機器関連産業、農業関連産業、漁
業関連産業等について、企業の新規立地・投資並びに被災者の雇用
が促進される。

３
H24.4.20
（H29.1.24
変更認定）

福島県
・医療機関に対する医療従事者の配置基準の特例
等

医師等が少ない現状でも必要な医療・福祉サービスの提供が可能と
なり、訪問リハビリ事業所の整備が促進される。

４ H24.4.20 会津若松市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 製造業の中核施設整備が促進される。

５

H24.7.27
（H26.1.31
H28.9.30
H29.6.9

変更認定）

南相馬市 ・応急仮設建築物の存続期間の延長に係る特例
応急仮設建築物の存続期間について、期間を延長することが可能と
なり、校舎、廃棄物処理施設、仮設施設の整備を通じ中小企業等の
再建が促進される。

６ H24.8.3 福島県・59市町村 ・確定拠出年金に係る中途脱退要件の緩和
脱退一時金を地域振興事業に要する資金の一部に活用することを通
じ、地域の活性化を促進する。

７
H24.11.13
（H28.1.27
変更認定）

いわき市 ・産業集積関係の税制上の特例（国税、地方税）
観光関連産業の集積について、企業の新規立地・投資並びに被災者
の雇用が促進される。

８ H24.11.13 南相馬市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 段ボール原紙製造設備の整備が促進される。

９ H24.12.21 磐梯町 ・金融上の特例（利子補給金の支給） カメラ用レンズ製造工場の整備が促進される。

10 H25.2.1 いわき市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 樹脂製造工場の増設が促進される。

11 H25.2.1 いわき市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 冷凍施設の増設が促進される。

12 H25.2.1 田村市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） エンジン関連部品製造工場等の増設が促進される。

13 H25.2.1 川俣町 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 機械設備の新設・増設等が促進される。

14 H25.2.1 鏡石町 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 医薬品製造工場の新設等が促進される。

15 H25.2.1 三春町 ・金融上の特例（利子補給金の支給） ゴム製品製造業の工場新設が促進される。

16 H25.2.22 下郷町 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 行動判別センサー製造工場の増設が促進される。

17 H25.7.5 福島県・59市町村 ・公営住宅の入居者要件等の特例 公営住宅の入居者要件の緩和により、被災者の住宅確保を促進する。
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福
島

18

H25.7.5
（H26.6.27

H27.3.5
H27.11.2
H27.12.15
H28.3.24
H28.8.15
H28.9.30
H28.11.15
H29.2.28
H29.6.9

変更認定）

福島県・32市町村 ・応急仮設建築物の存続期間の延長に係る特例
応急仮設建築物の存続期間について、期間を延長することが可能と
なり、仮設施設の整備を通じ中小企業等の再建が促進される。

19 H25.8.2 福島市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） データセンターの整備が促進される。
20 H25.8.2 会津若松市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 物流倉庫の整備が促進される。
21 H25.8.2 田村市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 自動車電装品製造設備の整備が促進される。
22 H25.8.2 天栄村 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 義歯製造工場の整備が促進される。
23 H25.8.2 新地町 ・金融上の特例（利子補給金の支給） LNG基地の整備が促進される。
24 H25.11.5 いわき市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 段ボール原紙抄紙機の増設が促進される。
25 H25.11.5 いわき市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） スポーツ用品等配送センターの新設が促進される。
26 H25.11.5 白河市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 医療用品製造工場の新設が促進される。
27 H25.11.5 伊達市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 段ボール生産設備の増強が促進される。
28 H25.11.5 本宮市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） フルーツ食品製造工場の整備が促進される。
29 H25.11.5 本宮市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 半導体電子部品製造工場の増強が促進される。
30 H25.11.5 会津坂下町 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 菓子製造工場の増設が促進される。
31 H25.11.5 棚倉町 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 砕砂製造設備の増強が促進される。
32 H25.11.5 塙町 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 金属材製造工場の新設等が促進される。
33 H26.1.31 白河市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） ゴム製品製造設備の増設が促進される。
34 H26.1.31 須賀川市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 医薬品原薬製造設備の増設が促進される。
35 H26.1.31 南相馬市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 野菜栽培施設の新設が促進される。
36 H26.1.31 只見町 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 自動車部品製造工場の増設が促進される。
37 H26.1.31 玉川村 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 車用ブレーキ部品製造設備の増設が促進される。
38 H26.1.31 玉川村 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 車用ポンプ部品製造設備の増設が促進される。
39 H26.6.27 いわき市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 医薬品製造施設の新設が促進される。
40 H26.6.27 いわき市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 樹脂等研究開発施設の新設等が促進される。

41
H26.6.27

（H29.2.28認定取
消し）

須賀川市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 通所リハビリテーション施設の新設が促進される。

42 H26.6.27 須賀川市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 廃棄物破砕施設の新設が促進される。
43 H26.6.27 南相馬市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 物流施設の新設が促進される。
44 H26.6.27 本宮市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） サーミスタ製造工場ラインの増強が促進される。

復興推進計画の認定状況⑦



認定
番号

認定日 申請主体 計画の概要 計画の効果

福
島

45 H26.10.31 いわき市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 農産物加工、販売、提供施設の新設が促進される。
46 H26.10.31 棚倉町 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 自動車関連部品製造工場の増設が促進される。
47 H27.1.15 いわき市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） フリーズドライ食品製造工場の増設が促進される。

48
H27.1.15

（H29.2.28認定取
消し）

須賀川市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 油圧機器部品等製造工場の増設が促進される。

49 H27.1.15 相馬市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 航空機用エンジン部品製造設備の設置が促進される。

50
H27.1.15
（H27.6.30
変更認定）

中島村 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 金属フェンス塗装工場の新設が促進される。

51 H27.1.15 塙町 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 自動車用エンジン部品組立工場の増設が促進される。
52 H27.1.15 玉川村 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 自動車用ブレーキ部品組立設備の設置が促進される。
53 H27.1.15 玉川村 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 自動車用ポンプ部品製造設備の設置が促進される。
54 H27.1.15 小野町 ・金融上の特例（利子補給金の支給） トラック用部品製造工場の新設が促進される。

55 H27.3.26 福島県・51市町村 ・産業集積関係の税制上の特例（国税、地方税）
観光関連産業の集積について、企業の新規立地・投資並びに被災者
の雇用が促進される。

56
H27.6.30

（H29.2.28認定取
消し）

南相馬市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） ビジネスホテルの新設が促進される。

57 H27.6.30 中島村 ・金融上の特例（利子補給金の支給） フェンス取付金具生産工場の新設が促進される。
58 H27.6.30 三春町 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 精密板金加工工場の増設が促進される。
59 H27.6.30 楢葉町 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 二次電池用正極材料製造工場の新設が促進される。
60 H27.10.23 相馬市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 鋲螺釘及び自動車部品に係る製造工場の新設が促進される。
61 H27.10.23 南相馬市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 自動車中古部品に係る展示販売倉庫の新設が促進される。
62 H27.10.23 富岡町 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 原子力発電所関連サービス向け倉庫兼事務所の新設が促進される。
63 H27.10.23 田村市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） プラスチック製造工場の増設が促進される。
64 H27.10.23 福島市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 高度医療を提供する地域医療支援病院の新設が促進される。
65 H28.1.22 楢葉町 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 太陽光モジュールの生産工場の新設が促進される。
66 H28.1.22 いわき市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 焼却灰溶融再資源化等の設備の新設が促進される。
67 H28.1.22 いわき市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 複合商業施設の新設が促進される。
68 H28.1.22 白河市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 化学製品工場の新設が促進される。
69 H28.1.22 下郷町 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 車載センサ製造自動化設備の新設が促進される。
70 H28.1.22 鏡石町 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 医療用機械器具に係る工場等の新設が促進される。

71 H28.8.19 いわき市
・産業集積関係の税制上の特例（国税、地方税）
・被災者向け優良賃貸住宅の特別償却等

小売業、生活関連サービス業等の集積について、企業の新規立地・
投資並びに被災者の雇用が促進される。
被災者向け優良賃貸住宅の供給が促進される。

72 H28.10.28 福島市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 飯坂線新車両導入が促進される。
73 H28.10.28 福島市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 福島赤十字病院の新設が促進される。
74 H28.10.28 泉崎村 ・金融上の特例（利子補給金の支給） プラスチック産業資材等製造工場拡張工事が促進される。
75 H28.10.28 楢葉町 ・金融上の特例（利子補給金の支給） バスターミナル等の整備が促進される。
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76 H28.10.28 南相馬市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 石炭灰混合材料製造工場の新設が促進される。
77 H28.10.28 富岡町 ・金融上の特例（利子補給金の支給） ロックウール工場の新設が促進される。
78 H28.10.28 須賀川市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 電子機器製造に係る福島工場の新設が促進される。
79 H28.10.28 会津若松市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） フィルムヒーター用設備増設及び第２工場新設が促進される。
80 H29.1.31 相馬市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 鉄鋼製品に係る工場等の新設が促進される。
81 H29.1.31 南相馬市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） バスターミナルの新設が促進される。
82 H29.1.31 南相馬市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 検査ロボット開発・製造工場の新設が促進される。
83 H29.1.31 新地町 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 宿泊施設の新設が促進される。
84 H29.1.31 広野町 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 宿泊施設の新設が促進される。
85 H29.1.31 須賀川市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） アルミビレット鋳造工場の増設が促進される。
86 H29.1.31 古殿町 ・金融上の特例（利子補給金の支給） こんにゃく等製造施設の増設が促進される。
87 H29.1.31 石川町 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 精密機械部品の製造に係る工場の新設が促進される。
88 Ｈ29.7.4 南相馬市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 倉庫の新設が促進される。
89 Ｈ29.7.4 富岡町 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 事務所兼社員寮の新設が促進される。
90 Ｈ29.7.4 楢葉町 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 宿泊施設の新設が促進される。
91 Ｈ29.7.4 石川町 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 里山露天風呂の新設等が促進される。
92 Ｈ29.7.4 大玉村 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 菓子製造工場の新設が促進される。

茨
城

１
H24.3.9
（H24.9.28
変更認定）

茨城県・13市町村
・産業集積関係の税制上の特例（国税、地方税）
・工場立地法等に基づく緑地等規制の特例

自動車関連産業、基礎素材産業、電気・機械関連産業等について、
企業の新規立地・投資及び被災者の雇用が促進される。

２ H24.10.30 茨城県・40市町村 ・確定拠出年金に係る中途脱退要件の緩和
脱退一時金を地域振興事業に要する資金の一部に活用することを通
じ、地域の活性化を促進する。

３
H25.1.29
（H28.3.24
変更認定）

茨城県・5市町村 ・応急仮設建築物の存続期間の延長に係る特例
仮設庁舎や仮設校舎等の存続期間を延長し、住民サービスの安定的
な供給を行う。

４ H25.2.1 日立市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） LNG基地等の整備が促進される。
５ H25.2.1 ひたちなか市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 建設機械製作工場の新増設や設備増強が促進される。
６ H25.2.22 日立市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 災害医療機能及び高度医療機能を備えた病院の整備が促進される。
７ H25.2.22 下妻市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 自動車の排気ガス浄化装置製造工場の新設が促進される。
８ H25.2.22 鹿嶋市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 鹿島臨海工業地帯における共同発電所の新設が促進される。
９ H25.2.22 阿見町 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 乳製品製造工場の新設が促進される。

10
H25.5.17

（H27.11.2
変更認定）

水戸市 ・応急仮設建築物の存続期間の延長に係る特例
仮設庁舎や仮設校舎等の存続期間を延長し、住民サービスの安定的
な供給を行う。

11 H25.8.2 高萩市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 製剤工場製造設備の整備が促進される。

12
H25.9.27
（H26.6.13
変更認定）

茨城県・40市町村 ・公営住宅の入居者要件等の特例 公営住宅の入居者要件の緩和により、被災者の住宅確保を促進する。

13 H25.11.5 神栖市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 重油分解装置等の新設が促進される。
14 H26.6.27 東海村 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 物流施設の新設が促進される。

復興推進計画の認定状況⑨



認定
番号

認定日 申請主体 計画の概要 計画の効果

茨
城

15 H26.10.31 水戸市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） カット野菜製造工場の新設が促進される。
16 H26.10.31 下妻市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 耐震・免震製品製造工場の新設が促進される。
17 H27.3.5 石岡市 ・応急仮設建築物の存続期間の延長に係る特例 仮設庁舎の存続期間を延長し、住民サービスの安定的な供給を行う。
18 H27.10.23 笠間市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） ペットボトルリサイクル工場の新設が促進される。
19 H27.10.23 笠間市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 工具等の間接資材関連に係る物流センターの新設が促進される。
20 H28.6.30 水戸市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 金属パネル加工工場の新設が促進される。
21 H28.6.30 神栖市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 病院の建替が促進される。
22 H28.6.30 鹿嶋市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 石炭火力発電所の新設が促進される。
23 H28.10.28 水戸市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 超伝導リニア関連等の新分野製品に係る工場の新設が促進される。
24 Ｈ29.7.4 神栖市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 倉庫の新設が促進される。
25 Ｈ29.7.4 高萩市 ・金融上の特例（利子補給金の支給） 既存高萩第２工場の増設が促進される。

栃
木

１ H24.11.6 高根沢町 ・応急仮設建築物の存続期間の延長に係る特例
仮設校舎の存続期間を延長することが可能となり、地域児童の学習
機会を適正に確保する。

千
葉

１ H25.2.22 旭市 ・公営住宅の入居者要件の特例 公営住宅の入居者要件の緩和により、被災者の住宅確保を促進する。
２ H25.8.27 香取市 ・公営住宅の入居者要件の特例 公営住宅の入居者要件の緩和により、被災者の住宅確保を促進する。

復興推進計画の認定状況⑩


