
事業名 地区名
平成30年度

復興関係事業費
（百万円）

宮城県 仙台市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 仙台東 712

宮城県
仙台市、名取市、
岩沼市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 名取 150

宮城県
仙台市、多賀城市、
利府町 農村地域復興再生基盤総合整備事業 宝堰 151

宮城県 石巻市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 鹿又 723

宮城県 石巻市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 二俣南 205

宮城県 石巻市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 広渕沼 1,653

宮城県 石巻市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 石巻中部 755

宮城県 石巻市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 河南４期 27

宮城県
石巻市、東松島市、
美里町 農村地域復興再生基盤総合整備事業 蛇沼向 63

宮城県
石巻市、東松島市、
美里町 農村地域復興再生基盤総合整備事業 青木川 32

宮城県
石巻市、東松島市、
美里町 農村地域復興再生基盤総合整備事業 青木川２期 20

宮城県 名取市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 高舘 291

宮城県 多賀城市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 多賀城 1,305

宮城県 岩沼市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 岩沼西部 1,012

宮城県 岩沼市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 岩沼北部 712

宮城県 東松島市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 東小松 42

宮城県 東松島市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 川前四 112

宮城県 東松島市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 赤井堀 30

宮城県 東松島市、美里町 農村地域復興再生基盤総合整備事業 上福田 39

宮城県 大崎市、松島町 農村地域復興再生基盤総合整備事業 下志田 28

宮城県 亘理町、山元町 農村地域復興再生基盤総合整備事業 亘理・山元 120

宮城県 松島町 農村地域復興再生基盤総合整備事業 手樽 334

【農村地域復興再生基盤総合整備事業】

被災地域の農業・農村の復興再生に必要な農地・農業用施設や集落道等の整備を総合的に実施する。

都道府県名

宮城県



事業名 地区名
平成30年度

復興関係事業費
（百万円）

宮城県
仙台市､名取市､
岩沼市､亘理町､
山元町

直轄治山事業 仙台湾沿岸 1,034

事業名 地区名
平成30年度

復興関係事業費
（百万円）

宮城県 石巻市 防災林造成事業 大川 43  

宮城県 気仙沼市 防災林造成事業 崎野 9   

宮城県 気仙沼市 防災林造成事業 岩井崎 31  

宮城県 気仙沼市 防災林造成事業 御伊勢浜 26  

宮城県 気仙沼市 防災林造成事業 大谷海岸 88  

宮城県 気仙沼市 防災林造成事業 田中浜 902  

宮城県 気仙沼市 防災林造成事業 小田ノ浜 184  

宮城県 気仙沼市 防災林造成事業 中島海岸 361  

宮城県 名取市 防災林造成事業 北釜 102  

宮城県 岩沼市 防災林造成事業 川向 47  

宮城県 東松島市 防災林造成事業 洲崎 42  

宮城県 東松島市 防災林造成事業 大曲浜 200  

宮城県 亘理町 防災林造成事業 砂浜 97  

宮城県 山元町 防災林造成事業 中浜 130  

宮城県 南三陸町 防災林造成事業 長須賀 20  

宮城県 南三陸町 防災林造成事業 稲渕 65  

都道府県名

【治山事業（民有林直轄治山）】

東日本大震災で被災した海岸防災林の復旧・再生を実施する。

都道府県名

【治山事業（補助）】

東日本大震災で被災した海岸防災林の復旧・再生や山腹崩壊地等における復旧整備を実施する。



事業名 地区名
平成30年度

復興関係事業費
（百万円）

宮城県 大和町 林業専用道整備事業 上嘉太神線 50  

宮城県
森林環境保全整備事業

（造林関係分）
500  

【森林整備事業】

岩手、宮城、福島の被災３県において放射性物質対策と一体となった間伐等を行う「災害に強い森林づくり」を
進めるとともに、放射性物質の影響等により整備が進み難い人工林等において、公的主体による緊急的な間
伐等の森林施業を実施する。

都道府県名



森林管理局名 都道府県名 事業名 地区名
平成30年度

復興関係事業費
（百万円）

東北 宮城県 防災林造成事業 東松島 39 

東北 宮城県 防災林造成事業 仙台湾沿岸 1,167

東北 宮城県 森林環境保全整備事業 宮城北部 65

東北 宮城県 森林環境保全整備事業 宮城南部 143 

【森林整備事業（直轄）】、
【治山事業（国有林直轄治山事業）】

岩手、宮城、福島の被災３県において放射性物質対策と一体となった間伐等を行う「災害に強い森林づくり」を進
めるとともに、放射性物質の影響を受けた森林の整備に対する被災地のニーズを踏まえ、間伐等の森林施業を
実施する。
東日本大震災で被災した海岸防災林の復旧・再生を実施する。



事業名 地区名
平成30年度

復興関係事業費
（百万円）

宮城県 漁港施設機能強化事業 宮城県沿岸 400

宮城県 水産環境整備事業 宮城県南部 200

【水産基盤整備事業（補助）】

被災した拠点漁港の流通・防災機能の強化や地盤沈下対策を実施する。
被災地域における漁場の機能回復を図るための整備を実施する。

都道府県名



平成30年度
復興関係国費

（百万円）

宮城県 4,846

【農山漁村地域整備交付金】

津波被害に対する海岸保全施設の緊急整備を実施する。

都道府県名 事業名

農山漁村地域整備交付金



【復興道路・復興支援道路の緊急整備等（直轄）】

都道府県名 工種 路線名・事業名 市町村名
平成30年度

復興関係事業費
（百万円）

宮城県 改築 国道45号　三陸沿岸道路（桃生登米道路）
石巻市
～登米市

800

宮城県 改築 国道45号　宮城45号復興 南三陸町 275

宮城県 改築 国道45号　三陸沿岸道路（歌津～本吉）
南三陸町
～気仙沼市

9,358

宮城県 改築 国道45号　三陸沿岸道路（本吉気仙沼道路（Ⅱ期）） 気仙沼市 3,788

宮城県 改築 国道45号　三陸沿岸道路（気仙沼～唐桑南） 気仙沼市 14,205

宮城県 改築 国道45号　三陸沿岸道路（唐桑北～陸前高田） 気仙沼市 3,288

【復興道路・復興支援道路の緊急整備等（補助）】

都道府県名 工種 路線名・事業名 市町村名
平成30年度

復興関係事業費
（百万円）

宮城県 改築 （主）築館登米線　Ⅲ期　佐沼工区 登米市 3,500

宮城県 改築 （主）築館登米線　Ⅳ期　築館工区 栗原市 1,780

【津波防災まちづくり（ＩＣアクセス道路）（補助）】

都道府県名 工種 路線名・事業名 市町村名
平成30年度

復興関係事業費
（百万円）

宮城県 改築 （一）大島浪板線　浪板工区 気仙沼市 152

被災地の早期復興を図るため、復興道路・復興支援道路等の整備を実施する。

被災地における支援活動に不可欠な高速道路ＩＣへのアクセス道路の整備を実施する。

被災地の早期復興を図るため、復興支援道路の整備を実施する。



【社会資本整備総合交付金（復興）】

都道府県名 計画名 計画策定主体
平成30年度

復興関係国費
（千円）

宮城県
東日本大震災からの復興に向けた社会資本整備（復興
基本方針関連（復興））

宮城県、名取市、山元町、多賀城市、松島町、
石巻市、東松島市、気仙沼市、南三陸町

8,705,546

宮城県 宮城県港湾再生・復興計画（復興基本方針関連(復興)） 宮城県 2,644,000

宮城県
被災地における総合的な浸水対策の推進（復興基本方
針関連（復興））

宮城県 2,126,500

宮城県
東日本大震災の復興に資する土砂災害対策（復興基本
方針関連（復興））

宮城県 165,000

宮城県 宮城野原防災公園整備計画（復興） 宮城県 20,000

宮城県 石巻市の都市公園における防災機能の向上（復興） 石巻市 85,060

※計画名等については、現時点のものであり今後変更があり得る。

東日本大震災からの復興事業として推進する社会資本総合整備事業を行う。



【港湾整備事業（直轄）】

都道府県名 港格 港名
平成30年度

復興関係事業費
（百万円）

宮城県 国際拠点港湾 仙台塩釜港 4,388

東日本大震災により被災した港湾の早期復旧・復興を図るため、被災地港湾において、耐震強化岸
壁、防波堤等の整備を行う。



【河川津波対策等（直轄）】

都道府県名 事業種別 水系名・河川名 市町村名
平成30年度

復興関係事業費
（百万円）

宮城県 一般河川改修 北上川下流 石巻市 6,287 

堤防、水門等の液状化対策、耐震化等を行う。



【国営追悼・祈念施設（仮称）整備事業（直轄）】

都道府県名 工種 施設名 市町村名
平成30年度

復興関係事業費
（百万円）

宮城県 整備 国営追悼・祈念施設（仮称） 石巻市 695 

大震災の教訓を踏まえた国づくりの推進を図るため、国営追悼・祈念施設(仮称)の整備を実施する。



都道府
県名

事業主体名 施設区分 施設区分詳細
平成30年度
復興関係国費

（千円）

宮城県 仙台市 基幹的設備改良事業（1/3） ごみ焼却施設 723,001

宮城県 仙台市 最終処分場

宮城県 石巻市 施設整備に関する計画支援事業（1/3） 最終処分場 32,050

宮城県 石巻市 最終処分場

宮城県 気仙沼市 施設整備に関する計画支援事業（1/3） 最終処分場 8,844

宮城県 登米市 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 2,068,283

宮城県 登米市 エネルギー回収推進施設 ごみ焼却施設

宮城県 栗原市 基幹的設備改良事業（1/3） ごみ焼却施設 114,957

宮城県 大崎地域広域行政事務組合 施設整備に関する計画支援事業（1/3） ごみ焼却施設 1,054,382

宮城県 大崎地域広域行政事務組合 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター

宮城県 黒川地域行政事務組合 施設整備に関する計画支援事業（1/3） マテリアルリサイクル推進施設 3,502

宮城県 宮城東部衛生処理組合 基幹的設備改良事業（1/3） ごみ焼却施設 3,451

【循環型社会形成推進交付金事業】

特定被災地方公共団体に指定されている市町村等が整備する一般廃棄物処理施設への財政支援を実施。



国立公園名等 市町村名

【三陸復興国立公園等復興事業】

三陸復興国立公園の集団施設地区、歩道等及び東北太平洋岸自然歩道の利用拠点施設等の整備を実施。

平成３０年度
復興関係国費（千円） 摘　　要

三陸復興国立公園 石巻市 260,000

・鮎川浜集団施設地区
・東北太平洋岸自然歩道線道路（歩道）
・月浜園地
・祝浜自然再生事業

東北太平洋岸自然歩道
気仙沼市、南三陸町、石巻市、塩
竃市、多賀城市、仙台市、名取
市、山元町

53,054 ・東北太平洋岸自然歩道
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