
【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）

宮城県 石巻市 23

宮城県 気仙沼市 446

【平成２７年４月９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）

宮城県 仙台市 323

宮城県 石巻市 304

宮城県 気仙沼市 44

宮城県 東松島市 27

宮城県 女川町 42

宮城県 南三陸町 65

【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）

宮城県 仙台市 13

宮城県 石巻市 61

宮城県 亘理町 61

宮城県 女川町 61

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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【被災文化財の復旧等】

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）

仙台城跡 宮城県 69,540 48,678

齋藤氏庭園 宮城県 150,634 105,443

旧有備館および庭園 宮城県 13,550 9,485

歌津館崎の魚竜化石産地及び化石産地 宮城県 184,835 129,384

 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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事業名 地区名
平成27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 3,116

※：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）

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

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

【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27年度

復興関係事業費
（百万円）

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

※：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）

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）

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                   

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                  

※：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

【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。

【治山事業（民有林直轄治山）】

都道府県名

都道府県名

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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事業名 地区名
平成27年度

復興関係事業費
（百万円）

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

宮城県
森林環境保全整備事業（造林関
係分）

978                  

※：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）

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

※：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）

宮城県 9,585

※：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。

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。

【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

【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宮城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。

農山漁村地域整備交付金

都道府県名

【水産基盤整備事業（補助）】

都道府県名

事業名
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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 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                  

【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宮城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。
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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）

宮城県 整備 国営追悼・祈念施設（仮称） 石巻市 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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【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27年度

復興関係事業費
（百万円）

宮城県 一般河川改修 阿武隈川下流 岩沼市 391 

宮城県 一般河川改修 名取川 名取市 273 

宮城県 一般河川改修 北上川下流 石巻市 6,220 

※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。

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27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

1,551

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

1,955

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

900

宮城県 改築 国道45号　宮城45号復興 南三陸町 3,838

宮城県 改築 国道45号　三陸沿岸道路（南三陸道路） 南三陸町 1,649

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

6,635

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 3,000

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 800

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 10,446

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 1,624

宮城県 改築 国道115号　相馬福島道路（阿武隈東道路） 丸森町 34

※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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【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）

宮城県 改築 （主）築館登米線　Ⅱ期　中田工区 登米市 800

宮城県 改築 （主）築館登米線　Ⅲ期　佐沼工区 登米市 1,800

宮城県 改築 （主）築館登米線　Ⅳ期　築館工区 栗原市 840

※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）

宮城県 改築 （一）大島浪板線　浪板工区 気仙沼市 1,000

※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）

宮城県 国際拠点港湾 仙台塩釜港 4,700

※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。
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【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）

宮城県 国際拠点港湾 仙台塩釜港 428

※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）

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、名取市、亘理町、山元町、多賀城市、
松島町、石巻市、東松島市、気仙沼市、南三陸
町

13,790

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 2,893

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 400

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 3,550

宮城県 宮城野原防災公園整備計画（復興） 宮城県 629

宮城県 石巻市の都市公園における防災機能の向上（復興） 宮城県 1,007

※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）

仙南地域広域行政事務組合 宮城県 5,504,273 2,580,362

亘理名取共立衛生処理組合 宮城県 7,739,937 2,579,979

大崎地域広域行政事務組合 宮城県 32,883 10,961

黒川地域行政事務組合 宮城県 698,688 232,896

仙台市 宮城県 2,688,586 1,328,123

登米市 宮城県 2,103,882 701,294

栗原市 宮城県 15,984 5,328

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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