
【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

宮城県 宮城県 1,739,729 ヘリコプター着陸場

宮城県 仙台市 1,626,372 ヘリコプター着陸場

宮城県 石巻市 287,701 ポンプ置場

宮城県 気仙沼市 89,424 屯所・防火水槽・消火栓

宮城県 名取市 8,616 消防団車庫

宮城県 東松島市 13,332 ポンプ置場

宮城県 女川町 38,786 無線施設・消防団車庫

宮城県 南三陸町 29,232 無線施設

宮城県
気仙沼・本吉地域広域

行政事務組合
180,676 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）

齋藤氏庭園 宮城県 88,900



事業名 地区名
平成28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 546

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 岩沼藤曽根 440

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 295

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 172

宮城県 石巻市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 鹿又 1,103

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 562

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 1,103

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 320

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 2

宮城県 石巻市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 石巻 521

宮城県 石巻市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 石巻第２ 225

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 98

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 37

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 25

宮城県 名取市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 高舘 339

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 1,205

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 1,323

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 702

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 53

宮城県 東松島市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 東松島 490

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 192

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 90

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 82

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 5

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２期 10

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 454

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・山元第２ 440

宮城県 松島町 農村地域復興再生基盤総合整備事業 手樽 587

※：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。

【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）

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 1,342

※：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）

宮城県 石巻市 防災林造成事業 十八成 110                  

宮城県 塩竃市 復旧治山事業 桂島 30                   

宮城県 気仙沼市 防災林造成事業 尾崎・千岩田 346                  

宮城県 気仙沼市 防災林造成事業 岩井崎 173                  

宮城県 気仙沼市 防災林造成事業 御伊勢浜 205                  

宮城県 気仙沼市 防災林造成事業 沖ノ田 105                  

宮城県 気仙沼市 防災林造成事業 田中浜 344                  

宮城県 気仙沼市 防災林造成事業 小田ノ浜 140                  

宮城県 東松島市 防災林造成事業 洲崎 37                   

宮城県 東松島市 防災林造成事業 大曲浜 74                   

宮城県 大崎市 復旧治山事業 中道 40                   

宮城県 亘理町 防災林造成事業 蛭塚 116                  

宮城県 南三陸町 防災林造成事業 稲渕 60                   

※：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）

宮城県 大和町 林業専用道整備事業 上嘉太神線 38                   

宮城県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

546                  

※：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。

【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。

都道府県名

【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28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 210                  

東北 宮城県 防災林造成事業 気仙沼 5                     

東北 宮城県 防災林造成事業 仙台湾沿岸 1,440                

東北 宮城県 森林環境保全整備事業 宮城北部 85                   

東北 宮城県 森林環境保全整備事業 宮城南部 89                   

※：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）

宮城県 気仙沼市 水産流通基盤整備事業 気仙沼 6,427

宮城県 塩竃市 水産流通基盤整備事業 塩釜 1,222

宮城県 女川町 水産流通基盤整備事業 女川 2,470

宮城県 漁港施設機能強化事業 宮城県沿岸 4,060

宮城県 水産環境整備事業 宮城県南部 1,518

宮城県 漁港施設機能強化事業 宮城県離島 158

※：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。

平成28年度
復興関係国費
（百万円）

宮城県 7,439

※：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。

【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

【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28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（仙塩道路）
仙台市
～利府町

300

宮城県 改築 国道45号　三陸沿岸道路（矢本石巻道路）
東松島市
～石巻市

6,606

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

300

宮城県 改築 国道45号　三陸沿岸道路（登米志津川道路）
登米市
～南三陸町

1,187

宮城県 改築 国道45号　宮城45号復興 南三陸町 3,850

宮城県 改築 国道45号　三陸沿岸道路（南三陸道路） 南三陸町 3,900

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

14,864

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 3,619

宮城県 改築 国道45号　三陸沿岸道路（本吉気仙沼道路） 気仙沼市 2,174

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 12,600

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 3,300

宮城県 改築 国道115号　相馬福島道路（阿武隈東道路） 丸森町 269

※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。



【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28年度

復興関係事業費
（百万円）

宮城県 改築 （主）築館登米線　Ⅱ期　中田工区 登米市 1,000

宮城県 改築 （主）築館登米線　Ⅲ期　佐沼工区 登米市 1,200

宮城県 改築 （主）築館登米線　Ⅳ期　築館工区 栗原市 1,000

※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。

【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28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 1,356

※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28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

15,114,252

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 4,228,900

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 2,318,000

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 565,000

宮城県 宮城野原防災公園整備計画（復興） 宮城県 40,000

宮城県 石巻市の都市公園における防災機能の向上（復興） 宮城県 167,500

※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）

宮城県 国際拠点港湾 仙台塩釜港 4,264

※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。



【港湾整備事業（補助）】

都道府県名 港格 港名
平成28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 726

※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、岸壁等の整
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28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 7,712 

※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。

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28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 263 

※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。

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。



【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）

宮城県 仙南地域広域行政事務組合 高効率ごみ発電施設（1/2）

宮城県 仙南地域広域行政事務組合 高効率ごみ発電施設（1/3）

宮城県 仙南地域広域行政事務組合 最終処分場再生事業

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 3,312
宮城県 黒川地域行政事務組合 エネルギー回収推進施設 ごみ焼却施設 212,286
宮城県 仙台市 基幹的設備改良事業（1/2） ごみ焼却施設

宮城県 仙台市 最終処分場

宮城県 登米市 最終処分場

宮城県 登米市 計画支援事業（1/3）
エネルギー回収推進施設、マテリア
ルリサイクル推進施設、最終処分場

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 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

宮城県 栗原市 基幹的設備改良事業（1/3） ごみ焼却施設 111,772

738,760

3,216,620

241,916

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。



【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

三陸復興国立公園
気仙沼市、石巻市、南三陸
町、女川町

303,000

・気仙沼大島集団施設地
区
・鮎川浜集団施設地区
・月浜園地
・戸倉園地
・東北太平洋岸自然歩道
線道路（歩道）

東北太平洋岸自然歩道

気仙沼市、南三陸町、石巻
市、女川町、東松島市、松島
町、利府町、塩竃市、七ヶ浜
町、多賀城市、仙台市、名取
市、岩沼市、亘理町、山元町

380,000 ・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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