
事業名 地区名
平成29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 60

福島県 福島市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 岩堰 15

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 72

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 72

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 150

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 600

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 68

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 100

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 40

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 14

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 80

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 181

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) 150

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 200

福島県 須賀川市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 越久 30

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 72

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 133

福島県 南相馬市、浪江町 農村地域復興再生基盤総合整備事業 請戸川 30

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 436

福島県 伊達市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 堀沢 40

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 41

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 200

福島県 本宮市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 滝池 45

福島県 本宮市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 岩根 20

福島県 国見町 農村地域復興再生基盤総合整備事業 貝田 281

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 37

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 180

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 240

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 7

福島県
湯川村、会津若松
市

農村地域復興再生基盤総合整備事業 大和田 50

福島県 湯川村、喜多方市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 駒形第三 243

福島県 柳津町 農村地域復興再生基盤総合整備事業 鹿島 3

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 39

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 70

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 151

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 90

【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29年度

復興関係事業費
（百万円）

福島県 西郷村 農村地域復興再生基盤総合整備事業 黒川 40

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 90

福島県 中島村 農村地域復興再生基盤総合整備事業 踊池 13

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 34

福島県 矢吹町 農村地域復興再生基盤総合整備事業 釜池 73

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 124

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 60

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 264

福島県 石川町 農村地域復興再生基盤総合整備事業 沢井 81

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 170

都道府県名



事業名 地区名
平成29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） 490                  

福島県 相馬市 防災林造成事業 相馬 2,525                

福島県 南相馬市 防災林造成事業 鹿島 2,881                

福島県 南相馬市 防災林造成事業 原町 2,780                

福島県 南相馬市 防災林造成事業 小高 2,333                

福島県 楢葉町 防災林造成事業 楢葉 774                  

福島県 富岡町 防災林造成事業 富岡 267                  

福島県 双葉町 防災林造成事業 双葉 541                  

福島県 浪江町 防災林造成事業 浪江 2,976                

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。



事業名 地区名
平成29年度

復興関係事業費
（百万円）

福島県 小野町 林業専用道整備事業 上合内大平線 147                  

福島県
森林環境保全整備事業

（造林関係分）
6,040                

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。



森林管理局名 都道府県名 事業名 地区名
平成29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 190                     

関東 福島県 防災林造成事業 松川浦 207                     

関東 福島県 防災林造成事業 雫第二 20                       

関東 福島県 防災林造成事業 楢葉 12                       

関東 福島県 防災林造成事業 雫第一 41                       

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） 287                     

関東 福島県 森林環境保全整備事業 奥久慈 887                     

関東 福島県 森林環境保全整備事業 磐城 688                     

関東 福島県 森林環境保全整備事業 会津（会津署） 124                     

【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。



事業名 地区名
平成29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 1,030

【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29年度
復興関係国費
（百万円）

福島県 630

【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29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 8,111

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

5,206

福島県 改築 国道115号　相馬福島道路（霊山道路） 伊達市 6,098

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

12,996

福島県 改築 国道399号　十文字改良 いわき市 4,706

福島県 改築 県道吉間田滝根線　広瀬改良
いわき市
～田村市

1,960

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29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、双葉町、浪江町、楢葉町、広野町

35,108,538

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 139,294

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 4,370,000

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 166,720

※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。

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29年度

復興関係事業費
（百万円）

福島県 重要港湾 相馬港 800

福島県 重要港湾 小名浜港 8,892

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29年度

復興関係事業費
（百万円）

福島県 重要港湾 小名浜港 150

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、防波堤等の
整備を行う。



都道府
県名

事業主体名 施設区分 施設区分詳細
平成29年度

復興関係国費
（千円）

福島県 いわき市 基幹的設備改良事業（1/3） ごみ焼却施設 2,187,101

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
施設整備に関する計画支援事業
（1/3）

マテリアルリサイクル推
進施設

福島県 いわき市
施設整備に関する計画支援事業
（1/3）

最終処分場再生事業

福島県 郡山市 基幹的設備改良事業（1/2） ごみ焼却施設 537,246

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（1/3） 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
施設整備に関する計画支援事業
（1/3）

最終処分場

福島県 福島市
施設整備に関する計画支援事業
（1/3）

最終処分場 53,925

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） ごみ焼却施設 602,707

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） ごみ焼却施設

福島県 須賀川地方保健環境組合
施設整備に関する計画支援事業
（1/3）

最終処分場

福島県 東白衛生組合 最終処分場 最終処分場 107,171

福島県 東白衛生組合
施設整備に関する計画支援事業
（1/3）

汚泥再生処理センター

福島県 南相馬市 基幹的設備改良事業（1/3） ごみ焼却施設 145,728

福島県
白河地方広域市町村圏整
備組合

長寿命化総合計画策定支援事業 2,733

  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。

【循環型社会形成推進交付金事業】
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