
【消防防災施設災害復旧事業】

【平成２７年１０月１日分】

都道府県名 地方公共団体名
平成27年度

復興関係事業費
（百万円）

岩手県 宮古市 15

岩手県 陸前高田市 2

岩手県 釜石市 2

【平成２７年４月９日分】

都道府県名 交付先
平成27年度

復興関係事業費
（百万円）

岩手県 宮古市 568

岩手県 釜石市 48

岩手県 大船渡市 11

岩手県 陸前高田市 40

岩手県 山田町 371

岩手県 野田村 4

岩手県 宮古地区広域行政組合 977

【消防防災設備災害復旧事業】

【平成２７年４月９日分】

都道府県名 交付先
平成27年度

復興関係事業費
（百万円）

岩手県 大船渡市 1

岩手県 山田町 1

岩手県 宮古地区広域行政組合 26

被災地の消防防災施設の復旧を緊急に実施するために必要となる経費を補助金として
被災地方公共団体に対して交付するもの。

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。
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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

※：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）

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

※：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）

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                   

※：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。

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

【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

【治山事業（補助）】
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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                   

岩手県
森林環境保全整備事業（造林関
係分）

1,889                

※：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）

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

※：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。

平成27年度
復興関係国費

（百万円）

岩手県 1,526

※：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。

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 岩手県 森林環境保全整備事業
北上川中流

（岩手南部署）
390                  

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

【水産基盤整備事業（補助）】

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。

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。

【森林整備事業（直轄）】

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】

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。

【森林整備事業】

都道府県名
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【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27年度

復興関係事業費
（百万円）

岩手県 整備 国営追悼・祈念施設（仮称） 陸前高田市 100 

※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。

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。
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【新たな崩壊のおそれのある箇所等における土砂災害対策等（直轄）】

都道府県名 事業区分・工種 水系・山系名、河川名、箇所名 市町村名
平成27年度

復興関係事業費
（百万円）

岩手県 火山砂防　砂防堰堤工 八幡平山系　松川　西根牧野沢砂防堰堤 八幡平市 274

※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。

重要交通網等を保全する土砂災害対策を行う。
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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27年度

復興関係事業費
（百万円）

岩手県 改築 東北横断自動車道釜石秋田線（遠野～宮守） 遠野市 3,029

岩手県 改築 国道45号　三陸沿岸道路（唐桑北～陸前高田） 陸前高田市 6,496

岩手県 改築 国道45号　岩手45号復興

陸前高田市、
釜石市、大槌
町、山田町、
宮古市

2,136

岩手県 改築 国道45号　三陸沿岸道路（吉浜道路） 大船渡市 1,325

岩手県 改築 国道45号　三陸沿岸道路（吉浜～釜石）
大船渡市
～釜石市

13,925

岩手県 改築 国道45号　三陸沿岸道路（釜石山田道路）
釜石市
～山田町

8,917

岩手県 改築 国道45号　三陸沿岸道路（山田～宮古南）
山田町
～宮古市

12,300

岩手県 改築 国道45号　三陸沿岸道路（宮古中央～田老） 宮古市 14,594

岩手県 改築 国道45号　三陸沿岸道路（田老～岩泉）
宮古市
～岩泉町

9,464

岩手県 改築 国道45号　三陸沿岸道路（田野畑南～尾肝要） 田野畑村 1,400

岩手県 改築 国道45号　三陸沿岸道路（尾肝要～普代）
田野畑村
～普代村

4,492

岩手県 改築 国道45号　三陸沿岸道路（普代～久慈）
普代村
～久慈市

9,113

岩手県 改築 国道45号　三陸沿岸道路（久慈北道路） 久慈市 1,800

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。
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都道府県名 工種 路線名・事業名 市町村名
平成27年度

復興関係事業費
（百万円）

岩手県 改築 国道45号　三陸沿岸道路（侍浜～階上）
洋野町
～久慈市

2,010

岩手県 改築 国道106号　宮古盛岡横断道路（宮古～箱石） 宮古市 16,108

岩手県 改築 国道106号　宮古盛岡横断道路（平津戸・岩井～松草） 宮古市 7,770

岩手県 改築 国道106号　宮古盛岡横断道路（区界～簗川）
宮古市
～盛岡市

7,790

岩手県 改築 国道106号　宮古盛岡横断道路（都南川目道路） 盛岡市 3,340

岩手県 改築 国道283号　釜石花巻道路（釜石～釜石西） 釜石市 4,746

岩手県 改築 国道283号　釜石花巻道路（遠野住田～遠野） 遠野市 2,329

※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。
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【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27年度

復興関係事業費
（百万円）

岩手県 改築 国道106号　宮古西道路 宮古市 1,200

※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。

【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27年度

復興関係事業費
（百万円）

岩手県 改築 （市）北部環状線　北部環状線　山口工区 宮古市 900

岩手県 改築 （一）宮古山田線　豊間根工区 山田町 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。

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27年度

復興関係事業費
（百万円）

岩手県 重要港湾 久慈港 6,138

岩手県 重要港湾 宮古港 1,106

※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。

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。

9



【港湾整備事業（補助）】

都道府県名 港格 港名
平成27年度

復興関係事業費
（百万円）

岩手県 重要港湾 大船渡港 171

※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。

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。
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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27年度

復興関係国費
（百万円）

岩手県
岩手県東日本大震災津波復興計画　～いのちを守り
海と大地と共に生きる　ふるさと岩手・三陸の創造～（復
興基本方針関連（復興））

岩手県、釜石市、山田町、陸前高田市、宮古
市、久慈市、大槌町、普代村

33,039

岩手県 久慈市防災拠点施設整備（復興） 久慈市 354

※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27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27年度

復興関係事業費
（千円）

平成27年度
復興関係国費

（千円）

宮古地区広域行政組合 岩手県 793,158 264,386

岩手中部広域行政組合 岩手県 300,983 100,622

釜石市地域 岩手県 170,664 56,888

久慈広域連合 岩手県 36,099 12,033

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
等のうち、現に災害廃棄物を受け入れた市町村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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