
【消防防災施設災害復旧事業】

都道府県名 地方公共団体名
平成28年度

復興関係事業費
（千円）

備考

福島県 楢葉町 50,356 屯所・無線施設

福島県 富岡町 21,264 屯所

福島県 新地町 23,544 屯所

福島県
双葉地方広域市町村圏

組合
837,224 消防庁舎

被災地の消防防災施設の復旧を促進するため、消防庁舎、ヘリコプター離着陸場、消防団屯
所の消防防災施設の整備に要する経費の一部を補助する。



【被災文化財の復旧等】

　東日本大震災により被害を受けた国指定等文化財の保存・修復等を実施する。

地区名 都道府県名
平成２８年度
復興関係国費

（千円）

会津松平氏庭園 福島県 4,718

小峰城跡 福島県 511,000

専称寺本堂及び総門 福島県 89,760



事業名 地区名
平成28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 青木 70

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 252

福島県 郡山市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 堀ノ内 302

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 100

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 140

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 93

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 210

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 33

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 31

福島県 いわき市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 菅波 23

福島県 白河市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 坂本 72

福島県 須賀川市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 藤沼湖 350

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 571

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) 150

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 雁俣池 8

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 17

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 40

福島県 須賀川市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 滑川 13

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 200

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 380

福島県 伊達市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 梶内 11

福島県 伊達市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 柱田東 72

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 100

福島県 本宮市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 岩根大池 47

福島県 本宮市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 滝池 60

福島県 国見町 農村地域復興再生基盤総合整備事業 貝田 101

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 75

福島県 鏡石町 農村地域復興再生基盤総合整備事業 梨池下 187

福島県 鏡石町 農村地域復興再生基盤総合整備事業 隈戸川 17

福島県 天栄村 農村地域復興再生基盤総合整備事業 沖内 25

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 76

福島県 会津坂下町 農村地域復興再生基盤総合整備事業 天屋 2

福島県 柳津町 農村地域復興再生基盤総合整備事業 鹿島 40

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 5

【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



事業名 地区名
平成28年度

復興関係事業費
（百万円）

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 45

福島県 会津美里町 農村地域復興再生基盤総合整備事業 八神沢 14

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 163

福島県 西郷村 農村地域復興再生基盤総合整備事業 黒川 16

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 40

福島県 泉崎村、矢吹町 農村地域復興再生基盤総合整備事業 長峰 33

福島県 中島村 農村地域復興再生基盤総合整備事業 踊池 71

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 80

福島県 矢吹町 農村地域復興再生基盤総合整備事業 釜池 15

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 71

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 114

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 65

福島県 石川町 農村地域復興再生基盤総合整備事業 沢井 22

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 145

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 181

※：平成２８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28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） 450                  

福島県 相馬市 防災林造成事業 相馬 4,058                

福島県 南相馬市 防災林造成事業 鹿島 2,907                

福島県 南相馬市 防災林造成事業 原町 2,348                

福島県 南相馬市 防災林造成事業 小高 4,112                

福島県 楢葉町 防災林造成事業 楢葉 556                  

福島県 富岡町 防災林造成事業 富岡 246                  

福島県 大熊町 復旧治山事業 湯の神 100                  

福島県 双葉町 防災林造成事業 双葉 638                  

福島県 浪江町 防災林造成事業 浪江 1,206                

※：平成２８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。

都道府県名



事業名 地区名
平成28年度

復興関係事業費
（百万円）

福島県 西郷村 林業専用道整備事業 高野舎線 28                   

福島県 西郷村 林業専用道整備事業 松宇支線 20                   

福島県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

7,102                

※：平成２８年度復興関係事業費は、単位未満を四捨五入している。

森林管理局名 都道府県名 事業名 地区名
平成28年度

復興関係事業費
（百万円）

関東 福島県 防災林造成事業 相馬海岸 285                  

関東 福島県 防災林造成事業 松川浦 170                  

関東 福島県 防災林造成事業 楢葉 13                   

関東 福島県 森林環境保全整備事業 阿武隈川（福島署） 231                  

関東 福島県 森林環境保全整備事業 阿武隈川（白河支署） 398                  

関東 福島県 森林環境保全整備事業 奥久慈 797                  

関東 福島県 森林環境保全整備事業 磐城 335                  

関東 福島県 森林環境保全整備事業 会津（会津署） 78                   

※：平成２８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28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 2,000

※：平成２８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

【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。

【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28年度
復興関係国費
（百万円）

福島県 340

※：平成２８年度復興関係国費は、単位未満を四捨五入している。

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

【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28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 7,515

福島県 改築 国道115号　相馬福島道路（阿武隈東道路） 相馬市 859

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

2,230

福島県 改築 国道115号　相馬福島道路（霊山道路） 伊達市 6,170

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

8,000

福島県 改築 国道399号　十文字改良 いわき市 738

福島県 改築 県道吉間田滝根線　広瀬改良
いわき市
～田村市

300

※平成28年度復興関係事業費は、単位未満を四捨五入している。

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。



【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28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、浪江町、双葉町、楢葉町、広野町

24,974,683

福島県 いわき市社会資本総合整備計画（復興） いわき市 139,209

福島県 南相馬市の復興と安心安全の道づくり（復興） 福島県 16,500

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 5,272,500

福島県
安心して生活できる、災害に強い地域づくりの推進（復
興基本方針関連（復興））

福島県、いわき市 287,500

※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。
※平成28年度復興関係国費は、単位未満を四捨五入している。

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28年度

復興関係事業費
（百万円）

福島県 重要港湾 相馬港 481

福島県 重要港湾 小名浜港 9,418

※平成28年度復興関係事業費は、単位未満を四捨五入している。

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。



【循環型社会形成推進交付金事業】

都道府
県名

事業主体名 施設区分 施設区分詳細
平成28年度
復興関係国費

（千円）

福島県 須賀川地方保健環境組合 高効率ごみ発電施設（1/2）

福島県 須賀川地方保健環境組合 高効率ごみ発電施設（1/3）

福島県 福島市 計画支援事業（1/3） 最終処分場 41,674
福島県 いわき市 基幹的設備改良事業（1/3） ごみ焼却施設

福島県 いわき市 基幹的設備改良事業（1/3） ごみ焼却施設

福島県 南相馬市 基幹的設備改良事業（1/3） ごみ焼却施設 99,810
福島県 東白衛生組合 基幹的設備改良事業（1/3） ごみ焼却施設

福島県 東白衛生組合 最終処分場

福島県 郡山市 基幹的設備改良事業（1/3） ごみ焼却施設

福島県 郡山市 基幹的設備改良事業（1/2） ごみ焼却施設

福島県 郡山市 基幹的設備改良事業（1/3） し尿処理施設

福島県 郡山市 マテリアルリサイクル推進施設 ストックヤード

福島県 郡山市 計画支援事業（1/3） ストックヤード

福島県 安達地方広域行政組合 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター

福島県 安達地方広域行政組合 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター

福島県 安達地方広域行政組合 マテリアルリサイクル推進施設 ストックヤード

120,323

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。

224,820

626,904

315,069

490,320



【三陸復興国立公園等復興事業】

国立公園名等 市町村名
平成28年度
復興関係国費

（千円）
概要

東北太平洋岸自然歩道 相馬市、新地町 10,000 ・東北太平洋岸自然歩道

　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。
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