
事業名 地区名
平成28年度

復興関係事業費
（百万円）

青森県 八戸市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 種差 160

青森県
八戸市、十和田市、
六戸町、おいらせ町

農村地域復興再生基盤総合整備事業 奥入瀬川南岸 510

青森県 おいらせ町 農村地域復興再生基盤総合整備事業 おいらせ 300

岩手県 久慈市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 大川目 40

岩手県 久慈市、野田村 農村地域復興再生基盤総合整備事業 宇部川 150

岩手県 山田町 農村地域復興再生基盤総合整備事業 山田北 229

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

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

【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 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

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

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 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。

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）

青森県 八戸市 防災林造成事業 下揚 48                    

青森県 三沢市 防災林造成事業 三川目 35                    

青森県 三沢市 防災林造成事業 四川目 18                    

青森県 三沢市 防災林造成事業 五川目 58                    

青森県 三沢市 防災林造成事業 淋代 201                  

青森県 三沢市 防災林造成事業 細谷 110                  

青森県 三沢市 防災林造成事業 六川目 5                     

青森県 三沢市 防災林造成事業 織笠 116                  

青森県 三沢市 防災林造成事業 塩釜 55                    

青森県 三沢市 防災林造成事業 砂ヶ森 70                    

青森県 おいらせ町 防災林造成事業 深沢 133                  

青森県 おいらせ町 防災林造成事業 二川目 44                    

岩手県 大船渡市 防災林造成事業 合足 15                    

岩手県 久慈市 防災林造成事業 大湊 4                     

岩手県 陸前高田市 防災林造成事業 古川（高田松原） 150                  

岩手県 釜石市 防災林造成事業 根浜 12                    

岩手県 山田町 防災林造成事業 小谷鳥 18                    

岩手県 岩泉町 防災林造成事業 小本 30                    

岩手県 田野畑村 防災林造成事業 明戸 44                    

岩手県 野田村 防災林造成事業 前浜 57                    

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                  

【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



事業名 地区名
平成28年度

復興関係事業費
（百万円）

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                    

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                

茨城県 東海村 防災林造成事業 白方 488                  

千葉県 旭市 防災林造成事業 三川 19                    

千葉県 旭市 防災林造成事業 野中 35                    

千葉県 匝瑳市 防災林造成事業 長谷 70                    

千葉県 匝瑳市 防災林造成事業 栢田 61                    

千葉県 山武市 防災林造成事業 蓮沼ホ 233                  

千葉県 横芝光町 防災林造成事業 木戸 183                  

長野県 栄村 復旧治山事業 中条川 270                  

※：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



事業名 地区名
平成28年度

復興関係事業費
（百万円）

岩手県 金ケ崎町 林業専用道整備事業 中の又線 35                    

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

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                    

岩手県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

1,072                

宮城県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

546                  

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。

事業名 地区名
平成28年度

復興関係事業費
（百万円）

※：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。

水源林造成事業 北上川広域流域他 301                  

国立研究開発法人森林総合研究所
関東整備局

水源林造成事業 阿武隈川広域流域他 185                  

【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

独法名

国立研究開発法人森林総合研究所
東北北海道整備局



平成28年度復興関係
事業費（百万円）

2,009                                

2,306                                

※：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。

内訳

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 青森県 防災林造成事業 三沢海岸 100                     

東北 岩手県 森林環境保全整備事業
北上川中流
（岩手南部署）

79                       

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                       

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。

【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。

森林管理局

東北

関東



事業名 地区名
平成28年度

復興関係事業費
（百万円）

青森県 八戸市 水産流通基盤整備事業 八戸 548

青森県 漁港施設機能強化事業 青森県 550

岩手県 釜石市 水産流通基盤整備事業 釜石 166

岩手県 普代村 水産流通基盤整備事業 太田名部 650

岩手県 宮古市 水産生産基盤整備事業 音部 350

岩手県 陸前高田市 水産生産基盤整備事業 六ヶ浦 490

岩手県 漁港施設機能強化事業 岩手県 3,718

岩手県 水産環境整備事業 久慈 246

岩手県 水産環境整備事業 宮古 516

岩手県 水産環境整備事業 大船渡 446

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

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。

都道府県名

【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。



平成28年度
復興関係国費
（百万円）

岩手県 1,823

宮城県 7,439

福島県 340

茨城県 165

千葉県 100

※：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。

【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。

農山漁村地域整備交付金

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

農山漁村地域整備交付金

農山漁村地域整備交付金


