
【消防防災施設災害復旧事業】

【平成２７年３月２日分】

都道府県名 地方公共団体名
平成26年度

復興関係事業費
（百万円）

宮城県 石巻市 68

宮城県 気仙沼市 97

宮城県 名取市 32

宮城県 東松島市 48

宮城県 亘理町 7

宮城県 山元町 5

【平成２７年２月２日分】

都道府県名 地方公共団体名
平成26年度

復興関係事業費
（百万円）

宮城県 女川町 2

宮城県 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合 156

【平成２６年１２月１日分】

都道府県名 地方公共団体名
平成26年度

復興関係事業費
（百万円）

宮城県 気仙沼市 45

【平成２６年７月１５日分】

都道府県名 地方公共団体名
平成26年度

復興関係事業費
（百万円）

宮城県 気仙沼市 1

宮城県 女川町 43

【平成２６年４月１５日分】

都道府県名 地方公共団体名
平成26年度

復興関係事業費
（百万円）

宮城県 仙台市 249

宮城県 石巻市 449

宮城県 気仙沼市 53

宮城県 名取市 42

宮城県 東松島市 9

宮城県 亘理町 6

宮城県 美里町 6

宮城県 南三陸町 16

被災地の消防防災施設の復旧を促進するため、消防庁舎、防火水槽等の消防防災施
設の整備に要する経費の一部を補助する。
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【消防防災設備災害復旧事業】

【平成２６年７月１日分】

都道府県名 交付先
平成26年度

復興関係事業費
（百万円）

宮城県 石巻市 13

宮城県 名取市 61

【平成２６年４月１５日分】

都道府県名 交付先
平成26年度

復興関係事業費
（百万円）

宮城県 石巻市 39

被災地の消防防災設備の復旧を促進するため、消防車両、消防救急無線設備等の消防
防災設備の整備に要する経費の一部を補助する。

2



【被災文化財の復旧等】

地区名 都道府県名
平成26年度

復興関係事業費
（千円）

平成26年度
復興関係国費

（千円）

洞口家住宅米蔵ほか2棟 宮城県 34,740 29,529

旧有壁宿本陣 宮城県 5,506 4,680

仙台城跡 宮城県 334,785 234,349

齋藤氏庭園 宮城県 107,000 74,900

歌津館崎の魚竜化石産地及び魚竜化石 宮城県 56,502 39,551

 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。
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【国立大学法人施設整備費】

法人名 都道府県名
平成26年度

復興関係国費
（千円）

国立大学法人東北大学 宮城県 2,905,716

 　被災した施設の災害復旧を実施し、教育研究基盤の回復を図るとともに、復興・地域再生を先導す
る研究を戦略的・組織的に行うための施設整備を実施する。
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事業名 地区名
平成26年度

復興関係事業費
（百万円）

宮城県 国営かんがい排水事業 中津山 1,460

※：平成２６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26年度

復興関係事業費
（百万円）

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 5

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 1,303

宮城県 石巻市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 鹿又 1,299

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 402

宮城県 石巻市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 上田 100

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 52

宮城県 石巻市､東松島市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 石巻 15

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 43

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 12

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 40

宮城県 名取市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 高舘 6

宮城県 名取市、岩沼市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 小川 1

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 14

宮城県 多賀城市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 宝堰 7

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 11

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 8

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 62

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 2

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 282

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 12

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 20

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 5

宮城県 松島町 農村地域復興再生基盤総合整備事業 土手外 1

※：平成２６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)】

被災地域の農業水利施設のうち、余震により損壊のおそれがある施設や地盤沈下した農地の排水改良を行う
施設の改修・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26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 仙台湾沿岸地区 705

※：平成２６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26年度

復興関係事業費
（百万円）

宮城県 七ヶ浜町 防災林造成事業 菖蒲田浜 86                    

宮城県 南三陸町 防災林造成事業 稲渕 75                    

宮城県 南三陸町 防災林造成事業 杉ノ下 30                    

宮城県 東松島市 防災林造成事業 洲崎 20                    

宮城県 石巻市 防災林造成事業 白浜 32                    

宮城県 気仙沼市 防災林造成事業 尾崎・千岩田 190                  

宮城県 気仙沼市 防災林造成事業 岩井崎 265                  

宮城県 気仙沼市 防災林造成事業 御伊勢浜 81                    

宮城県 気仙沼市 防災林造成事業 沖ノ田 61                    

宮城県 塩竃市 復旧治山事業 桂島 53                    

宮城県 気仙沼市 防災林造成事業 田中浜 211                  

宮城県 気仙沼市 防災林造成事業 小田ノ浜 112                  

※：平成２６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
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事業名 地区名
平成26年度

復興関係事業費
（百万円）

宮城県 大和町 林業専用道等整備事業 上嘉太神線 20                    

宮城県
森林環境保全整備事業（造林関
係分）

759                  

※：平成２６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26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 2,226

宮城県 石巻市 水産流通基盤整備事業 石巻 11,379

宮城県 塩竃市 水産流通基盤整備事業 塩釜 1,626

宮城県 南三陸町 水産流通基盤整備事業 志津川 500

宮城県 漁港施設機能強化事業 宮城県沿岸 5,608

宮城県 水産環境整備事業 宮城県北部 167

宮城県 水産環境整備事業 宮城県南部 1,077

宮城県 漁港施設機能強化事業 宮城県離島 80

※：平成２６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26年度
復興関係国費
（百万円）

宮城県 9,620

※：平成２６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

【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。

事業名

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

【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

農山漁村地域整備交付金

【水産基盤整備事業（補助）】
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森林管理局名 都道府県名 事業名 地区名
平成26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 100                  

東北 宮城県 防災林造成事業 宮城県沿岸 402                  

東北 宮城県 森林環境保全整備事業 宮城北部 198                  

東北 宮城県 森林環境保全整備事業 宮城南部 155                  

※：平成２６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】
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に存する国有林にお
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。
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【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26年度

復興関係事業費
（百万円）

宮城県 一般河川改修 北上川水系　北上川下流 石巻市 6,220

※平成26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。
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【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26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

3,489

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

5,044

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

250

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

1,200

宮城県 改築 国道45号　宮城45号復興 南三陸町 3,020

宮城県 改築 国道45号　三陸沿岸道路（南三陸道路） 南三陸町 5,999

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

5,243

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 4,260

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 2,596

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 7,740

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 1,380

宮城県 改築 国道115号　相馬福島道路（阿武隈東道路） 丸森町 51

※平成26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。

10



【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26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 2,000

宮城県 改築 （主）築館登米線　Ⅲ期　佐沼工区 登米市 900

宮城県 改築 （主）築館登米線　Ⅳ期　築館工区 栗原市 980

※平成26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26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 1,160

※平成26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。
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【港湾整備事業（直轄）】

都道府県名 港格 港名
平成26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 3,460

※平成26年度復興関係事業費は、単位未満を四捨五入している。

【港湾整備事業（補助）】

都道府県名 港格 港名
平成26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 410

※平成26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。

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。
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【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26年度
復興関係国費
（百万円）

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、石巻市、気仙沼市、多賀城市、松島
町、名取市、東松島市、山元町、亘理町

8,941

宮城県 東日本大震災からの復興に向けた法面対策（復興） 仙台市 192

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 8,206

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 3,709

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 377

宮城県 宮城野原防災公園整備計画（復興） 宮城県 14

宮城県 石巻市の都市公園における防災機能の向上（復興） 石巻市 162

※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26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。
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【循環型社会形成推進交付金事業】

地区名 都道府県名
平成26年度

復興関係事業費
（千円）

平成26年度
復興関係国費

（千円）

仙南地域広域行政事務組合 宮城県 1,990,797 850,768

亘理名取共立衛生処理組合 宮城県 1,284,147 428,049

大崎地域広域行政事務組合 宮城県 240,867 80,289

黒川地域行政事務組合 宮城県 11,721 3,907

仙台市 宮城県 153,487 55,191

登米市 宮城県 1,803,894 601,298

東日本大震災により被災した市町村においては、膨大な災害廃棄物等を短時間で
処理することとなったため、一般廃棄物処理施設に大きな負荷がかかっていること等
から、更新を含めた処理体制の再構築のために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行う。
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