
事業名 地区名
令和２年度

復興関係事業費
（百万円）

福島県 福島市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 岩堰 300

福島県 会津若松市、湯川村 農村地域復興再生基盤総合整備事業 大和田 65

福島県 郡山市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 前田沢 20

福島県 郡山市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 堀之内 19

福島県 郡山市、小野町 農村地域復興再生基盤総合整備事業 田母神３期 43

福島県 いわき市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 いわき 503

福島県 いわき市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 釜ノ前４期 63

福島県 須賀川市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 前田川 46

福島県 須賀川市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 新安積（二期） 111

福島県 須賀川市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 浜田 201

福島県 須賀川市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 越久 125

福島県 須賀川市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 森宿 472

福島県 喜多方市、湯川村 農村地域復興再生基盤総合整備事業 駒形第三 1,395

福島県
南相馬市、双葉町、
浪江町 農村地域復興再生基盤総合整備事業 請戸川 550

福島県 伊達市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 五十沢 40

福島県 伊達市、川俣町 農村地域復興再生基盤総合整備事業 小島３期 700

福島県 本宮市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 岩根 130

福島県 国見町 農村地域復興再生基盤総合整備事業 貝田 58

福島県 会津美里町 農村地域復興再生基盤総合整備事業 うつろ第４分水路 92

福島県 会津美里町 農村地域復興再生基盤総合整備事業 新屋敷新田 43

福島県 西郷村 農村地域復興再生基盤総合整備事業 西郷南部 47

福島県 西郷村 農村地域復興再生基盤総合整備事業 西郷南部Ⅱ期 79

福島県 西郷村 農村地域復興再生基盤総合整備事業 黒川 24

福島県 矢吹町 農村地域復興再生基盤総合整備事業 釜池 21

福島県 矢祭町 農村地域復興再生基盤総合整備事業 中石井３期 43

福島県 石川町 農村地域復興再生基盤総合整備事業 坂路２期 33

福島県 石川町、古殿町 農村地域復興再生基盤総合整備事業 中田論田３期 230

福島県 石川町 農村地域復興再生基盤総合整備事業 沢井 909

福島県 古殿町 農村地域復興再生基盤総合整備事業 ふるどの東 163

※ 令和２年度復興関係事業費は、単位未満を四捨五入している。

【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
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事業名 地区名
令和２年度

復興関係事業費
（百万円）

福島県 喜多方市 地すべり防止事業 野辺沢山（会津３） 320                  

福島県 相馬市 防災林造成事業 相馬 1,495                

福島県 南相馬市 防災林造成事業 鹿島 670                  

福島県 南相馬市 防災林造成事業 小高 2,120                

福島県 富岡町 防災林造成事業 富岡 535                  

福島県 双葉町 防災林造成事業 双葉 371                  

福島県 双葉町 防災林造成事業 双葉 14                   

福島県 浪江町 防災林造成事業 浪江 1,864                

※ 令和２年度復興関係事業費は、単位未満を四捨五入している。

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。
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事業名 地区名
令和２年度

復興関係事業費
（百万円）

福島県 福島市 林業専用道整備事業 北山支線 64                   

福島県 福島市 林業専用道整備事業 惣八郎支線 63                   

福島県 会津若松市 林業専用道整備事業 舟子峠線 25                   

福島県 いわき市 林業専用道整備事業 小久田線 9                     

福島県 喜多方市 林業専用道整備事業 藤巻線 45                   

福島県 田村市 林業専用道整備事業 水ノ木羽山線 97                   

福島県 田村市 林業専用道整備事業 松ノ木平線 30                   

福島県 田村市 林業専用道整備事業 宮ノ前裾ヲ田線 144                  

福島県 田村市 林業専用道整備事業 古屋敷深山線 65                   

福島県 伊達市 林業専用道整備事業
霊山林業専用道１号

線
109                  

福島県 川俣町 林業専用道整備事業 水境向線 110                  

福島県 南会津町 林業専用道整備事業 昼滝向山線 32                   

福島県 南会津町 林業専用道整備事業 小塩麻布線 21                   

福島県 西会津町 林業専用道整備事業 杉山前佛線 46                   

福島県 金山町 林業専用道整備事業 大川入線 20                   

福島県 会津美里町 林業専用道整備事業 大滝支線 56                   

福島県 西郷村 林業専用道整備事業 高野舎線 14                   

福島県 棚倉町 林業専用道整備事業 八槻山本支線 340                  

福島県 矢祭町 林業専用道整備事業 戸塚線 237                  

福島県 塙町 林業専用道整備事業 白石沢線 23                   

福島県 塙町 林業専用道整備事業 広瀬薄久保線 18                   

福島県 小野町 林業専用道整備事業 中ノ内茄子坂線 98                   

福島県 小野町 林業専用道整備事業 愛宕線 40                   

福島県 小野町 林業専用道整備事業 袖山田尻線 167                  

福島県 葛尾村 林業専用道整備事業 大笹線 85                   

福島県 飯舘村 林業専用道整備事業 前乗線 25                   

福島県
森林環境保全整備事業

（造林関係分）
7,879                

※ 令和２年度復興関係事業費は、単位未満を四捨五入している。

【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
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- 6 -

森林管理局名 都道府県名 事業名 地区名
令和２年度

復興関係事業費
（百万円）

関東 福島県 防災林造成事業 松川浦 200 

関東 福島県 防災林造成事業 小良ケ浜 144 

関東 福島県 防災林造成事業 楢葉 2 

関東 福島県 防災林造成事業 双葉中浜 5 

関東 福島県 防災林造成事業 富岡 13 

関東 福島県 防災林造成事業 浪江中浜 1 

関東 福島県 防災林造成事業 浦尻 1 

関東 福島県 防災林造成事業 北海老 8 

関東 福島県 防災林造成事業 孫目 1 

関東 福島県 防災林造成事業 下渋佐 1 

関東 福島県 防災林造成事業 小沢 1 

関東 福島県 森林環境保全整備事業 阿武隈川 433 

関東 福島県 森林環境保全整備事業 奥久慈 715 

関東 福島県 森林環境保全整備事業 磐城 699 

関東 福島県 森林環境保全整備事業 会津 131 

※ 令和２年度復興関係事業費は、単位未満を四捨五入している。

【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。
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事業名 地区名
令和２年度

復興関係事業費
（百万円）

福島県 漁港施設機能強化事業 福島県沿岸 854

【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
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令和2年度
復興関係国費

（百万円）

福島県 1,324

※ 令和2年度復興関係国費は、単位未満を四捨五入している。

農山漁村地域整備交付金

【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
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【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
令和２年度

復興関係事業費
（百万円）

福島県 改築 国道115号　相馬福島道路（霊山～福島）
伊達市
～桑折町

23,823

福島県 改築 国道399号　十文字改良 いわき市 3,226

福島県 改築 県道　吉間田滝根線　広瀬改良
いわき市
～田村市

1,970

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。
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【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
令和２年度

復興関係国費
（千円）

福島県
復興を支え、災害に強い道路整備の推進（復興基本方
針関連（復興））

福島県、福島市、郡山市、相馬市、南相馬市、
新地町、双葉町、浪江町、楢葉町、広野町

58,315,920

福島県
東日本大震災から復旧・復興する地域における水災害
からの安全・安心の確保（復興基本方針関連（復興））

福島県、南相馬市、いわき市 5,224,602

※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。
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【港湾整備事業（直轄）】

都道府県名 港格 港名
令和２年度

復興関係事業費
（百万円）

福島県 重要港湾 相馬港 298

福島県 重要港湾 小名浜港 1,300

【港湾整備事業（補助）】

都道府県名 港格 港名
令和２年度

復興関係事業費
（百万円）

福島県 重要港湾 小名浜港 980

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。

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、防波堤等の
整備を行う。
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【国営追悼・祈念施設整備事業（直轄）】

都道府県名 工種 施設名 市町村名
令和２年度

復興関係事業費
（百万円）

福島県 整備 国営追悼・祈念施設 浪江町 583 

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・祈念施設の整備を実施する。
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都道府
県名

事業主体名 施設区分 施設区分詳細
令和２年度

復興関係国費
（千円）

福島県 福島市
施設整備に関する計画支援事業
（1/3）

エネルギー回収型廃棄物処
理施設

694,112

福島県 福島市 最終処分場
福島県 郡山市 最終処分場 132,354
福島県 いわき市 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 254,934
福島県 いわき市 マテリアルリサイクル推進施設 ストックヤード
福島県 いわき市 最終処分場
福島県 いわき市 施設整備に関する計画支援事業 最終処分場
福島県 田村市 有機性廃棄物リサイクル推進施設 汚泥再生処理センター 195,953
福島県 田村市 マテリアルリサイクル推進施設 ストックヤード
福島県 須賀川地方保健環境組合 マテリアルリサイクル推進施設 ストックヤード 558,729
福島県 須賀川地方保健環境組合 最終処分場 最終処分場
福島県 東白衛生組合 有機性廃棄物リサイクル推進施設 汚泥再生処理センター 239,021
福島県 石川地方生活環境施設組合 基幹的設備改良事業（1/3） し尿処理施設 982,845
福島県 石川地方生活環境施設組合 基幹的設備改良事業（1/3） ごみ焼却施設

福島県 双葉地方広域市町村圏組合
施設整備に関する計画支援事業
（1/3）

エネルギー回収型廃棄物処
理施設

4,381

【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。
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