
事業名 地区名
平成27年度

復興関係事業費
（百万円）

岩手県 国営かんがい排水事業 和賀中部 2,026

岩手県 国営かんがい排水事業 猿ヶ石川 396

岩手県 国営かんがい排水事業 和賀中央 1,846

岩手県 国営かんがい排水事業 岩手山麓（一期） 460

宮城県 国営かんがい排水事業 中津山 3,116

福島県
国営かんがい排水事業

（国営造成土地改良施設整備事業）
安積疏水二期 427

茨城県 国営かんがい排水事業 那珂川沿岸（一期） 835

茨城県 国営かんがい排水事業 那珂川沿岸（二期） 940

千葉県 国営かんがい排水事業 北総中央 2,222

千葉県 国営かんがい排水事業 印旛沼二期 2,662

※：平成２７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27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 38

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 200

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 60

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 212

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 200

岩手県 陸前高田市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 竹駒 19

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 205

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 56

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 550

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 500

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 42

宮城県 石巻市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 鹿又 729

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 502

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 403

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 110

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 45

宮城県 石巻市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 石巻 25

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 5

都道府県名

【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。



事業名 地区名
平成27年度

復興関係事業費
（百万円）

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 73

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 60

宮城県 名取市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 高舘 46

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 41

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 275

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 173

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 93

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 133

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 52

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 42

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 20

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 142

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 320

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２ 550

宮城県 松島町 農村地域復興再生基盤総合整備事業 手樽 20

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 12

福島県 福島市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 青木 16

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 182

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 52

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 40

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 258

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 66

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 20

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 8

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 16

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 2

福島県 白河市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 坂本 21

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 398

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 61

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) 20

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) 50

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 14

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 10

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 22

福島県 田村市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 小今泉 11

福島県 伊達市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 足駄木 100

都道府県名



事業名 地区名
平成27年度

復興関係事業費
（百万円）

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 65

福島県 伊達市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 梶内 24

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 5

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 38

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 66

福島県 本宮市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 岩根 12

福島県 本宮市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 滝池 9

福島県 国見町 農村地域復興再生基盤総合整備事業 山野川 4

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 53

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 35

福島県 天栄村 農村地域復興再生基盤総合整備事業 沖内 24

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 43

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 10

福島県 柳津町 農村地域復興再生基盤総合整備事業 柳津北部 52

福島県 柳津町 農村地域復興再生基盤総合整備事業 鹿島 10

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 13

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 10

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 25

福島県 西郷村 農村地域復興再生基盤総合整備事業 黒川 5

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 34

福島県 中島村 農村地域復興再生基盤総合整備事業 呉羽池 17

福島県 中島村 農村地域復興再生基盤総合整備事業 踊池 11

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 50

福島県 矢吹町 農村地域復興再生基盤総合整備事業 釜池 4

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 31

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 15

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 25

福島県 石川町 農村地域復興再生基盤総合整備事業 赤羽 19

福島県 石川町 農村地域復興再生基盤総合整備事業 沢井 18

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 13

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 150

※：平成２７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27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 762

※：平成２７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27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 126                  

青森県 おいらせ町 防災林造成事業 深沢 144                  

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

青森県 三沢市 防災林造成事業 三川目 59                   

青森県 三沢市 防災林造成事業 四川目 50                   

青森県 三沢市 防災林造成事業 五川目 168                  

青森県 三沢市 防災林造成事業 淋代 142                  

青森県 三沢市 防災林造成事業 細谷 109                  

青森県 三沢市 防災林造成事業 六川目 55                   

青森県 三沢市 防災林造成事業 織笠 64                   

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 75                   

岩手県 久慈市 防災林造成事業 大湊 57                   

岩手県 岩泉町 防災林造成事業 小本 42                   

岩手県 山田町 防災林造成事業 前須賀 20                   

岩手県 陸前高田市 防災林造成事業  古川（高田松原） 69                   

宮城県 大崎市 復旧治山事業 中道 47                   

宮城県 七ヶ浜町 防災林造成事業 菖蒲田浜 17                   

宮城県 東松島市 防災林造成事業 洲崎 53                   

宮城県 亘理町 防災林造成事業 蛭塚 10                   

宮城県 石巻市 防災林造成事業 十八成 35                   

宮城県 東松島市 防災林造成事業 大曲浜 43                   

宮城県 気仙沼市 防災林造成事業 崎野 19                   

宮城県 気仙沼市 防災林造成事業 岩井崎 54                   

宮城県 気仙沼市 防災林造成事業 大谷海岸 143                  

宮城県 南三陸町 防災林造成事業 波伝谷 14                   

宮城県 南三陸町 防災林造成事業 長須賀 20                   

宮城県 塩竃市 復旧治山事業 桂島 40                   

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。

【治山事業（民有林直轄治山）】

都道府県名

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27年度

復興関係事業費
（百万円）

宮城県 気仙沼市 防災林造成事業 田中浜 150                  

宮城県 気仙沼市 防災林造成事業 小田ノ浜 70                   

宮城県 石巻市 防災林造成事業 旧牡鹿町(細田) 38                   

宮城県 気仙沼市 防災林造成事業 中島海岸 108                  

福島県 南相馬市 防災林造成事業 鹿島 1,265                

福島県 南相馬市 防災林造成事業 原町 1,215                

福島県 南相馬市 防災林造成事業 小高 1,600                

福島県 古殿町 復旧治山事業 越代（県中２） 130                  

福島県 猪苗代町 復旧治山事業 山神原（会津１） 71                   

福島県 喜多方市 地すべり防止事業 野辺沢山（会津３） 168                  

福島県 相馬市 防災林造成事業 相馬 1,500                

福島県 浪江町 防災林造成事業 浪江 769                  

福島県 楢葉町 防災林造成事業 楢葉 801                  

福島県 大熊町 復旧治山事業 湯の神 304                  

福島県 富岡町 防災林造成事業 富岡 100                  

福島県 双葉町 防災林造成事業 双葉 100                  

茨城県 鉾田市 防災林造成事業 玉田（浜辺） 130                  

茨城県 日立市 保安林緊急改良事業 伊師 7                     

茨城県 神栖市 防災林造成事業 矢田部 55                   

茨城県 北茨城市 防災林造成事業 神岡上 457                  

茨城県 北茨城市 防災林造成事業 足洗 210                  

茨城県 東海村 防災林造成事業 豊岡 163                  

茨城県 東海村 防災林造成事業 白方 642                  

茨城県 鹿嶋市 防災林造成事業 小宮作 27                   

栃木県 那須烏山市 復旧治山事業 藤田1 65                   

栃木県 那須烏山市 復旧治山事業 三箇 45                   

千葉県 旭市 防災林造成事業 三川 70                   

千葉県 旭市 防災林造成事業 野中 89                   

千葉県 旭市 防災林造成事業 井戸野 97                   

千葉県 匝瑳市 防災林造成事業 長谷 47                   

千葉県 匝瑳市 防災林造成事業 栢田 75                   

千葉県 横芝光町 防災林造成事業 木戸 77                   

千葉県 山武市 防災林造成事業 蓮沼ホ 155                  

千葉県 山武市 防災林造成事業 小松 91                   

新潟県 津南町 地すべり防止事業 上郷上田 20                   

新潟県 十日町市 防災林造成事業 真田甲 53                   

長野県 栄村 復旧治山事業 中条川 250                  

※：平成２７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27年度

復興関係事業費
（百万円）

岩手県 二戸市 林業専用道整備事業 花見舟打線 40                   

岩手県 金ケ崎町 林業専用道整備事業 中の又線 60                   

宮城県 大和町 林業専用道整備事業 上嘉太神線 42                   

福島県 西郷村 林業専用道整備事業 蟹沢線 14                   

福島県 西郷村 林業専用道整備事業 田入線 10                   

福島県 西郷村 林業専用道整備事業 高野舎線 6                     

福島県 西郷村 林業専用道整備事業 松宇支線 5                     

岩手県
森林環境保全整備事業（造林関
係分）

1,889                

宮城県
森林環境保全整備事業（造林関
係分）

978                  

福島県
森林環境保全整備事業（造林関
係分）

3,896                

※：平成２７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27年度

復興関係事業費
（百万円）

※：平成２７年度復興関係事業費は、単位未満を四捨五入している。

155                  

都道府県名

水源林造成事業 阿武隈川広域流域他
国立研究開発法人森林総合研究所

関東整備局

国立研究開発法人森林総合研究所
東北北海道整備局

水源林造成事業 北上川広域流域他

独法名

245                  

【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岩手、宮城、福島の被災３県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。



事業名 地区名
平成27年度

復興関係事業費
（百万円）

北海道 えりも町 直轄特定漁港漁場整備事業 庶野 200

北海道 豊頃町 直轄特定漁港漁場整備事業 大津 300

※：平成２７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27年度

復興関係事業費
（百万円）

北海道 浦河町 漁港施設機能強化事業 日高 600

北海道 浦幌町 水産生産基盤整備事業 浦幌豊頃 80

青森県 三沢市 水産流通基盤整備事業 三沢 430

青森県 八戸市 水産流通基盤整備事業 八戸 2,539

青森県 漁港施設機能強化事業 青森県 540

岩手県 釜石市 水産流通基盤整備事業 釜石 2,488

岩手県 大船渡市 水産流通基盤整備事業 大船渡 1,472

岩手県 普代村 水産流通基盤整備事業 太田名部 620

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 280

岩手県 漁港施設機能強化事業 岩手県 5,472

岩手県 水産環境整備事業 久慈 304

岩手県 水産環境整備事業 宮古 156

岩手県 水産環境整備事業 大船渡 152

宮城県 気仙沼市 水産流通基盤整備事業 気仙沼 6,234

宮城県 石巻市 水産流通基盤整備事業 石巻 2,523

宮城県 塩竃市 水産流通基盤整備事業 塩釜 7,050

宮城県 女川町 水産流通基盤整備事業 女川 2,134

宮城県 南三陸町 水産流通基盤整備事業 志津川 390

宮城県 漁港施設機能強化事業 宮城県沿岸 10,004

宮城県 水産環境整備事業 宮城県北部 100

宮城県 水産環境整備事業 宮城県南部 1,010

宮城県 漁港施設機能強化事業 宮城県離島 171

福島県 漁港施設機能強化事業 福島県沿岸 1,680

茨城県 ひたちなか市 水産流通基盤整備事業 那珂湊 50

茨城県 神栖市 水産流通基盤整備事業 波崎 850

茨城県 漁港施設機能強化事業 茨城県 456

茨城県 水産環境整備事業 茨城 46

千葉県 水産環境整備事業 外房 48

※：平成２７年度復興関係事業費は、単位未満を四捨五入している。

拠点漁港における生産基盤の整備や荷捌き所、流通加工施設を一体的に整備する。

都道府県名

【水産基盤整備事業（補助）】

都道府県名

【水産基盤整備事業（直轄）】

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27年度
復興関係国費

（百万円）

岩手県 1,526

宮城県 9,585

福島県 1,027

茨城県 951

千葉県 20

※：平成２７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

農山漁村地域整備交付金

事業名

農山漁村地域整備交付金

都道府県名

農山漁村地域整備交付金

【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



平成27年度復興関係
事業費（百万円）

1,563                                

1,826                                

※：平成２７年度復興関係国費は、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27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）
390                     

東北 宮城県 防災林造成事業 東松島 311                     

東北 宮城県 防災林造成事業 仙台湾沿岸 480                     

東北 宮城県 森林環境保全整備事業 宮城北部 127                     

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

関東 福島県 防災林造成事業 相馬海岸 226                     

関東 福島県 防災林造成事業 松川浦 80                      

関東 福島県 防災林造成事業 楢葉 18                      

関東 福島県 森林環境保全整備事業 阿武隈川（福島署） 288                     

関東 福島県 森林環境保全整備事業 阿武隈川（白河支署） 263                     

関東 福島県 森林環境保全整備事業 奥久慈 572                     

関東 福島県 森林環境保全整備事業 磐城 272                     

関東 福島県 森林環境保全整備事業 会津（会津署） 76                      

関東 福島県 森林環境保全整備事業 会津（南会津支署） 32                      

※：計の不一致は四捨五入による。

【森林整備事業（直轄）】、
【治山事業（国有林直轄治山事業】

森林管理局

東北

関東

東日本大震災により林地荒廃等の森林被害が発生した岩手、宮城、福島の被災３県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。


