
事業名 地区名
平成25年度

復興関係事業費
（百万円）

福島県
国営かんがい排水事業

（国営造成土地改良施設整備事業）
安積疏水二期 216

※：平成２５年度復興関係事業費は、単位未満を四捨五入している。

事業名 地区名
平成25年度

復興関係事業費
（百万円）

福島県 いわき市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 大野第二 96

福島県 いわき市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 大久 67

福島県 いわき市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 後沢３期 24

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３期 50

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 4

福島県 白河市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 坂本 116

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（一期） 50

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） 60

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 7

福島県 須賀川市、鏡石町 農村地域復興再生基盤総合整備事業 浜田須賀川 6

福島県 二本松市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 とうわ東 10

福島県 田村市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 大槻 45

福島県 南相馬市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 押釜 102

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 10

福島県 鏡石町 農村地域復興再生基盤総合整備事業 鏡石成田 93

福島県 会津坂下町 農村地域復興再生基盤総合整備事業 宇内 32

福島県 会津坂下町 農村地域復興再生基盤総合整備事業 只見川３期 3

福島県 柳津町 農村地域復興再生基盤総合整備事業 柳津北部 115

福島県 矢吹町 農村地域復興再生基盤総合整備事業 長峰 56

福島県 矢吹町 農村地域復興再生基盤総合整備事業 矢吹東２期 20

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２期 20

福島県 石川町 農村地域復興再生基盤総合整備事業 中田論田３期 10

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 25

※：平成２５年度復興関係事業費は、単位未満を四捨五入している。

【農業水利施設等の震災対策(直轄)】

被災農地に農業用水を安定的に供給する農業水利施設等の整備を実施する。

都道府県名

【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
平成25年度

復興関係事業費
（百万円）

福島県 南相馬市 防災林造成事業 鹿島 1,031

福島県 南相馬市 防災林造成事業 原町 1,031

※：平成２５年度復興関係事業費は、単位未満を四捨五入している。

事業名 地区名
平成25年度

復興関係事業費
（百万円）

福島県 西郷村 林業専用道等整備事業 下羽太支線 37                    

福島県
森林環境保全整備事業（造林関
係分）

419                  

※：平成２５年度復興関係事業費は、単位未満を四捨五入している。

事業名 地区名
平成25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 24

※：平成２５年度復興関係事業費は、単位未満を四捨五入している。

平成25年度
復興関係国費

（百万円）

福島県 56

※：平成２５年度復興関係国費は、単位未満を四捨五入している。

都道府県名

都道府県名

農山漁村地域整備交付金

【水産基盤整備事業（補助）】

拠点漁港における荷捌き所、流通加工施設を一体的に整備する。
被災地域における漁場の機能回復を図るための整備を行う。

都道府県名

【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。

【森林整備事業】

東日本大震災により林地荒廃等の森林被害が発生した地方公共団体等において適切な間伐等の実施による
「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

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

【治山事業（補助）】
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【新たな崩壊のおそれのある箇所等における土砂災害対策等（直轄）】

都道府県名 事業区分・工種 水系・山系名、河川名、箇所名 市町村名
平成25年度

復興関係事業費
（百万円）

福島県 火山砂防　砂防堰堤工 阿武隈川水系　荒川　荒川第１砂防堰堤 福島市 100

福島県
地すべり対策　排水ト
ンネル工、集水井工

滝坂地区 西会津町 164

重要交通網等を保全する土砂災害対策を行う。
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【復興道路・復興支援道路等の整備（直轄）】

都道府県名 工種 路線名・事業名 市町村名
平成25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（相馬～相馬西） 相馬市 1,255

福島県 改築 国道115号　相馬福島道路（阿武隈東道路） 相馬市 1,169

福島県 改築 国道115号　相馬福島道路（阿武隈東～阿武隈）
相馬市
～伊達市

26

福島県 改築 国道115号　相馬福島道路（霊山道路） 伊達市 2,711

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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【港湾整備事業（直轄）】

都道府県名 港　格 港　名
平成25年度

復興関係事業費
（百万円）

福島県 重要港湾 相馬港 3

福島県 重要港湾 小名浜港 476

【港湾整備事業（補助）】

都道府県名 港　格 港　名
平成25年度

復興関係事業費
（百万円）

福島県 重要港湾 相馬港 148

福島県 重要港湾 小名浜港 80

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、岸壁、防波堤等の整備及
び東日本大震災により生じた膨大ながれきや堆積土砂を処分するための廃棄物埋立護岸整備等を行う。

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、耐震強化岸壁、防波堤等
の整備を行う。
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【社会資本整備総合交付金】

都道府県名 計画名 計画策定主体
平成25年度
復興関係国費
（百万円）

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、国
見町、玉川村、
平田村、浅川
町、三春町、矢
吹町、棚倉町、
西会津町

2,638

福島県 いわき市社会資本総合整備計画（復興枠） いわき市 15

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

1,149

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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