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復興交付金の交付可能額通知（第３回目）について 

 

１．交付可能額について（県別、単位は億円） 

  第３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(市町村別は別紙１)。 

（注）計数は県別に集計した市町村事業、県事業を合計したものである。 
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（18 市町村、約 450億円、うち水産業

共同利用施設復興整備事業（民間公募型）、 10 市町、約 441 億円、別紙２） 

○ 防災集団移転促進事業（16市町村、約 592億円） 

 （注）上 記 の う ち 事 業 費 は 1 2 市 町 村 、 7 7 地 区 、 約 6 , 4 0 0 戸 、 約 5 7 2 億 円 

（24年度第３四半期までに事業着手するもの、別紙３） 

○ 災害公営住宅整備事業（17 市町、約 239億円、うち 24年度に事業

着手、25 年度完成を予定するもの約 700 戸、別紙４） 

○ 市街地液状化対策事業（調査費、４市、約５億円） 

○ 造成宅地滑動崩落対策事業（４市町村、約 31億円） 

  

 福島県沿岸部の津波防災緑地について、被災自治体が考える地域全体

の多重防御の考え方との整合性等の観点から調整がついたものに対応

（別紙５）。 

 

３．今後の予定について 

10月中旬に第４回事業計画の提出を受付け。 

 北海道 青森県 岩手県 宮城県 福島県 茨城県 埼玉県 千葉県 新潟県 合 計 

事

業

費 

0.2 0.8 594.3 1,020.7 182.1 5.7 0.5 1.6 0.1 1,805.9 

国

費 
0.2 0.6 485.8 804.3 137.7 4.3 0.4 1.2 0.1 1,434.6 

本件連絡先： 
復興庁   
交付金班  寺岡、山田  
TEL：03-5545-7364 



別紙１

事業費 国費 事業費 国費
北海道 福島県

広尾町 0.20 0.16 会津若松市 0.35 0.26
青森県 郡山市 0.03 0.03

おいらせ町 0.75 0.63 いわき市 124.89 92.95
岩手県 白河市 0.24 0.20

宮古市 32.40 24.30 須賀川市 1.74 1.27
大船渡市 52.57 44.88 相馬市 18.07 12.79
久慈市 2.09 1.56 二本松市 0.27 0.21
陸前高田市 69.09 49.86 南相馬市 5.56 4.34
釜石市 174.78 144.98 西郷村 0.80 0.64
大槌町 241.09 204.10 広野町 4.09 3.10
山田町 14.24 9.80 富岡町 0.27 0.20
田野畑村 1.73 1.38 川内村 1.58 1.22
普代村 1.10 0.83 双葉町 0.30 0.23
野田村 2.48 2.07 浪江町 0.25 0.19
洋野町 2.73 2.08 新地町 21.76 18.67

宮城県 飯舘村 1.87 1.40
仙台市 19.38 14.54 茨城県
石巻市 180.06 126.85 北茨城市 0.78 0.60
塩竈市 26.18 18.08 笠間市 0.30 0.23
気仙沼市 171.93 129.01 鹿嶋市 2.04 1.54
名取市 1.85 1.39 潮来市 1.73 1.29
多賀城市 0.63 0.49 大洗町 0.22 0.16
岩沼市 0.64 0.48 東海村 0.62 0.46
登米市 4.55 3.98 埼玉県
栗原市 1.28 1.12 久喜市 0.48 0.36
東松島市 257.63 207.99 千葉県
山元町 0.70 0.56 千葉市 1.48 1.11
松島町 0.46 0.34 銚子市 0.11 0.08
七ヶ浜町 112.60 95.52 新潟県
大郷町 0.11 0.09 十日町市 0.12 0.10
美里町 6.07 5.31
女川町 130.01 110.74
南三陸町 106.58 87.85

（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３回）

県 市町村
交付可能額

県 市町村
交付可能額

合計：　56市町村



別紙２ 

 

復興交付金第３回配分における水産業共同利用施設 

復興整備事業（民間公募型）の配分状況 

 

（単位：億円） 

県名 市町村名 
配分額 

主な内容 
事業費 国費 

岩手県 

宮古市 19.62 13.49 
・水産加工処理施設 

・冷凍・冷蔵施設 

山田町 14.10 9.69 

・水産加工処理施設 

・冷凍・冷蔵施設 

・排水処理施設 

大槌町 20.40 14.03 
・冷凍加工処理施設 

・冷凍・冷蔵施設 

釜石市 8.80 6.05 ・冷凍・冷蔵施設 

陸前高田市 45.31 31.15 
・水産加工処理施設 

・冷凍・冷蔵施設 

宮城県 

気仙沼市 101.60 69.85 
・水産加工処理施設 

・冷凍・冷蔵施設 

南三陸町 18.98 13.06 ・水産加工処理施設 

石巻市 160.01 110.01 

・水産加工処理施設 

・冷凍・冷蔵施設 

・製氷施設 

塩竈市 25.00 17.19 ・水産加工処理施設 

福島県 いわき市 27.17 18.68 
・魚市場 

・冷凍・冷蔵施設 

合計 440.99 303.19  

※計数は端数処理により合計と一致しない場合がある。 

 また、主な内容については現在整備を計画している施設の主なものを記載。 

 

（参考） 

 これまでの配分額 

  第１回：事業費約 109億円、国費約 75億円 

  第２回：事業費約 68億円、国費約 47億円 



別紙３

【平成２４年度第３四半期までに事業着手する予定地区：７７地区】
市町村 地区名 着手内容 市町村 地区名 着手内容

城内 測量・設計 大浜 測量・設計、用地取得

米田・南浜 測量・設計 釜谷崎 測量・設計、用地取得

金浜南 測量・設計、用地取得 竹浦 測量・設計、用地取得

津軽石法の脇 測量・設計、用地取得 桐ヶ崎 測量・設計、用地取得

横浦 測量・設計、用地取得

飯子浜 測量・設計、用地取得

金浜北 測量・設計 塚浜 測量・設計、用地取得

赤前上 測量・設計、用地取得 指ヶ浜 測量・設計、用地取得

赤前下 測量・設計、用地取得 御前浜 測量・設計、用地取得

釜ヶ沢 測量・設計、用地取得 尾浦 測量・設計、用地取得

津軽石駒形通 測量・設計、用地取得 高白浜 測量・設計、用地取得

崎山 測量・設計、用地取得 大石原浜 測量・設計、用地取得

町方 測量・設計、用地取得 野々浜 測量・設計、用地取得

小枕 測量・設計、用地取得 出島 測量・設計、用地取得

安渡 測量・設計、用地取得 寺間 測量・設計、用地取得

吉里吉里 測量・設計、用地取得 中心部 測量・設計、用地取得

浪板 測量・設計、用地取得 七ヶ浜町 花渕浜字笹山 測量・設計、用地取得

両石 測量・設計、用地取得 作田東 測量・設計、用地取得

小白浜 測量・設計、用地取得 作田西 測量・設計、用地取得

小河原 測量・設計、用地取得 岡 測量・設計、用地取得

港・岩崎 測量・設計、用地取得 雀塚 測量・設計、用地取得

浦浜東 測量・設計、用地取得 大戸浜 測量・設計、用地取得

浦浜南 測量・設計、用地取得 富倉 測量・設計、用地取得

只越 測量・設計 雁小屋西 測量・設計、用地取得

波路上内田 測量・設計 いわき市 走出 測量・設計、用地取得

松崎前浜 測量・設計

小鯖 測量・設計

波路上杉の下 測量・設計

浪板２区 測量・設計

最知川原 測量・設計

小々汐 測量・設計 　　
笹が陣 測量・設計

大谷向山 測量・設計

松崎浦田 測量・設計

赤岩小田 測量・設計

赤岩石兜 測量・設計

小泉東 測量・設計

小泉浜 測量・設計

津谷 測量・設計

藤浜 測量・設計、用地取得

寄木・韮の浜 測量・設計、用地取得

馬場・中山 測量・設計、用地取得

港 測量・設計、用地取得

田の浦 測量・設計、用地取得

石浜 測量・設計、用地取得

清水 測量・設計、用地取得

荒砥 測量・設計、用地取得

袖浜 測量・設計、用地取得

志津川市街地 測量・設計、用地取得

中瀬町 測量・設計、用地取得

保路毛・田尻畑 測量・設計、用地取得

津の宮・滝浜 測量・設計、用地取得

長清水 測量・設計、用地取得

気仙沼市

南三陸町

復興交付金第３回配分による防災集団移転促進事業の早期事業着手予定地区

岩手県

野田村

宮城県

石巻市

宮古市

女川町

田老地区中心市
街地・野原・野中

測量・設計

大槌町

釜石市

福島県
新地町

大船渡市

宮城県



別紙４

　　          復興交付金第3回配分による災害公営住宅整備事業の早期事業着手予定地区

【平成24年度事業着手、25年度完成予定地区：730戸】
県 市町村名 地区名 戸数

青森県 おいらせ町 苗平谷地 5
大船渡町明神前 8
大船渡町赤沢 24
大船渡町上山 12
末崎町平林 12
盛町宇津野沢 21

陸前高田市 長部 30
花露辺 6
本郷 34
小白浜 40
片岸（唐丹） 10
片岸 80

石巻市 中里 30
中田町 9
東和町 5
豊里町 6
若柳 4
栗駒 4
高清水 1
小野駅前土地区画整理地内 10
赤井 70
小松谷地 156
牛飼 24
中埣 6
練牛 10

いわき市 常磐 32
原 6
作田 20
雀塚 25
岡 10
大戸浜 20

※平成24年8月24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
新地町

岩手県

大船渡市

釜石市

宮城県

登米市

栗原市

東松島市

美里町



別紙５ 
 

福島県の津波防災緑地整備事業について 

 

福島県から要望のあった津波防災緑地整備事業については、下記の考え方に基づ

き、３市町の８地区について、復興交付金で対応する。 

 

１．津波防災緑地整備の考え方  

① 背後に守るべき市街地が存在する地域において、海岸堤防と津波防災緑地を

組み合わせて一体整備することにより、以下の効果が期待できる。 

（ⅰ）比較的発生頻度の高い津波を防護する海岸堤防の安全性を向上させる。 

（ⅱ）比較的発生頻度の高い津波を上回る津波に対し、そのエネルギーを減衰さ

せることができる。 

② ①の効果により、地域の要望である現地再建を可能とすること、また、周辺

で行う工事により発生する残土等を活用することにより、コストを削減する。 

③ なお、津波防災緑地には樹林帯を配置するため、海岸防災林の機能が発揮さ

れることも期待できる。 

 

２．事業実施箇所（いずれも県実施事業）  

市町村名 地区名 面積 配分事業費 国費 

相馬市 原釜・尾浜地区 14.3 1,300 890 

広野町 浅見川地区 12.6 300 220 

いわき市 

久之浜地区 10.6 1,500 1,012 

四倉地区 8.0 1,100 745 

沼ノ内地区 1.6 300 203 

薄磯地区 4.8 500 339 

豊間地区 11.7 1,400 947 

永崎地区 2.5 100 71 

合計 6,500 4,429 

※各地区について今回調査設計費及び用地取得費を配分 

 

３．整備イメージ  

 

 

 

 

 
  

 

  

 

津波のエネルギーを減衰 津波防災緑地と海岸堤防を一体整備 

面積：ha、金額：百万円 

menn 




