
事業名 地区名
平成24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 1,793

岩手県 国営かんがい排水事業 猿ヶ石川 513

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 262

茨城県
栃木県

国営かんがい排水事業
（国営造成土地改良施設整備

事業）
鬼怒川南部 136

千葉県 国営かんがい排水事業 印旛沼二期 2,342

千葉県 国営かんがい排水事業 北総中央 2,199

茨城県 国営かんがい排水事業 那珂川沿岸（一期） 126

茨城県 国営かんがい排水事業 那珂川沿岸（二期） 1,206

千葉県 国営かんがい排水事業 両総 2,522

※：平成２４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24年度

復興関係事業費
（百万円）

宮城県 直轄治山事業 仙台湾沿岸地区 1,089

※：平成２４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)】

【治山事業（民有林直轄治山）】

被災農地に農業用水を安定的に供給する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の改
修・整備を実施する。

東日本大震災で被災した海外防災林の復旧・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

都道府県名
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平成２４年度復興関係
国費（百万円）

80

2,657

2,072

366

※：平成２４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

北海道 北海道 森林環境保全整備事業 釧路根室（根釧西部署）

北海道 北海道 森林環境保全整備事業
十勝（十勝西部署、東大

雪支署）

東北 岩手県 地すべり防止事業 産女川

東北 宮城県 防災林造成事業 東松島地区

東北 宮城県 防災林造成事業 気仙沼地区

東北 宮城県 防災林造成事業 仙台海岸地区

東北 山形県 地すべり防止事業 湯殿山

東北 山形県 地すべり防止事業 大越地区（Ⅱ）

東北 青森県 森林環境保全整備事業 三八上北

東北 岩手県 森林環境保全整備事業
馬淵川上流
（岩手北部署）

東北 岩手県 森林環境保全整備事業
久慈・閉伊川
（三陸北部署）

東北 岩手県 森林環境保全整備事業
久慈・閉伊川
（久慈部署）

東北 岩手県 森林環境保全整備事業 大槌・気仙川

東北 岩手県 森林環境保全整備事業 北上川上流

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）

東北 岩手県 森林環境保全整備事業
北上川中流
（遠野支署）

東北 宮城県 森林環境保全整備事業 宮城北部

東北 宮城県 森林環境保全整備事業 宮城南部

【復興支援森林整備緊急対策（直轄）】、
【治山事業（国有林直轄治山事業】

関東

中部

森林管理局

国有林野内において路網整備及び間伐を実施する。
東日本大震災で被災した海岸防災林の復旧・再生や山腹崩壊地等における復旧整備を実施する。

北海道

東北

2 / 6



関東 福島県 復旧治山事業 戸倉山

関東 福島県 復旧治山事業 東山

関東 福島県 復旧治山事業 札上沢（才鉢）

関東 福島県 防災林造成事業 松川浦

関東 群馬県 地すべり防止事業 万座

関東 新潟県
地域防災対策
総合治山事業

妙高山

関東 静岡県 水源地域整備事業 中尾根

関東 福島県 森林環境保全整備事業 阿武隈川（福島署）

関東 福島県 森林環境保全整備事業 阿武隈川（白河支署）

関東 福島県 森林環境保全整備事業 奥久慈

関東 福島県 森林環境保全整備事業 盤城

関東 福島県 森林環境保全整備事業 会津（会津署）

関東 福島県 森林環境保全整備事業 会津（南会津支署）

関東 栃木県 森林環境保全整備事業 那珂川

関東 栃木県 森林環境保全整備事業 鬼怒川

関東 栃木県 森林環境保全整備事業 渡良瀬川

関東 群馬県 森林環境保全整備事業 利根上流

関東 群馬県 森林環境保全整備事業 吾妻

関東 群馬県 森林環境保全整備事業 西毛

関東 新潟県 森林環境保全整備事業 下越（村上支署）

中部 長野県 復旧治山事業 上楠川

中部 長野県 復旧治山事業 唐松沢

中部 長野県 復旧治山事業 瀬戸沢

中部 長野県 復旧治山事業 城山

中部 長野県 復旧治山事業 柿其１４

中部 長野県 復旧治山事業 沢尻川

中部 長野県 森林環境保全整備事業 千曲川下流

中部 長野県 森林環境保全整備事業 千曲川上流
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事業名 箇所名等
平成24年度

復興関係事業費
（百万円）

青森県 弘前市 復旧治山事業 園村 38

青森県 八戸市 防災林造成事業 下揚 35

青森県 三沢市 保安林緊急改良事業 三川目 13

青森県 おいらせ町 保安林緊急改良事業 二川目 13

岩手県 一戸町 復旧治山事業 高間木 40

宮城県 大崎市 復旧治山事業 中道 140

宮城県 東松島市 復旧治山事業 上沢目 45

宮城県 白石市 復旧治山事業 長峯 68

宮城県 七ヶ浜町 防災林造成事業 菖蒲田浜 5

福島県 白河市 復旧治山事業 県南 40

福島県 福島市 地すべり防止事業 県北 52

福島県 南相馬市 防災林造成事業 南相馬 986

福島県 白河市 防災林造成事業 県南 79

茨城県 鉾田市 防災林造成事業 玉田（浜辺） 33

栃木県 那須烏山市 復旧治山事業 藤田１ 67

栃木県 那須烏山市 復旧治山事業 藤田２ 16

栃木県 那須烏山市 復旧治山事業 八ヶ代 75

栃木県 那須町 復旧治山事業 明神 84

栃木県 那珂川町 復旧治山事業 矢又 95

栃木県 日光市 復旧治山事業 横手 44

千葉県 旭市 防災林造成事業 井戸野 33

千葉県 山武市 防災林造成事業 松ヶ谷 40

千葉県 白子町 防災林造成事業 驚 35

新潟県 津南町 地すべり防止事業 上郷上田 38

新潟県 十日町市 防災林造成事業 真田甲 45

長野県 栄村 復旧治山事業 中条川 120

※：平成２４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

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（補助）】
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事業名 地区名
平成24年度

復興関係事業費
（百万円）

北海道 直轄特定漁港漁場整備事業 登別 343

北海道 直轄特定漁港漁場整備事業 庶野 252

北海道 直轄特定漁港漁場整備事業 大津 187

北海道 直轄特定漁港漁場整備事業 厚岸 250

※：平成２４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24年度

復興関係事業費
（百万円）

北海道 洞爺湖町 水産生産基盤整備事業 虻田 471

北海道 浦幌町 水産生産基盤整備事業 浦幌豊頃 313

北海道 浜中町 水産生産基盤整備事業 浜中散布 200

青森県 東通村・六ヶ所村 水産流通基盤整備事業 白糠 1,321

青森県 三沢市 水産流通基盤整備事業 三沢 168

青森県 八戸市 水産流通基盤整備事業 八戸 1,559

岩手県 釜石市 水産流通基盤整備事業 釜石 757

岩手県 大船渡市 水産流通基盤整備事業 大船渡 720

宮城県 気仙沼市 水産流通基盤整備事業 気仙沼 600

宮城県 石巻市 水産流通基盤整備事業 石巻 1,200

宮城県 塩竈市 水産流通基盤整備事業 塩釜 600

宮城県 女川町 水産流通基盤整備事業 女川 600

茨城県 ひたちなか市 水産流通基盤整備事業 那珂湊 95

茨城県 神栖市 水産流通基盤整備事業 波崎 700

千葉県 銚子市 水産流通基盤整備事業 銚子 1,333

千葉県 九十九里町 水産流通基盤整備事業 片貝 183

千葉県 勝浦市 水産流通基盤整備事業 勝浦 246

千葉県 富津市 水産流通基盤整備事業 富津 170

岩手県 漁港施設機能強化事業 岩手県 5,000

宮城県 漁港施設機能強化事業 宮城県沿岸（本土） 9,940

宮城県 漁港施設機能強化事業 宮城県沿岸（離島） 264

福島県 漁港施設機能強化事業 福島県 500

青森県 水産環境整備事業 下北 270

青森県 水産環境整備事業 三八 120

拠点漁港における荷捌き所、流通加工施設を一体的に整備する。

【水産基盤整備事業（直轄）】

【水産基盤整備事業（補助）】

都道府県名

都道府県名

拠点漁港における荷捌き所、流通加工施設を一体的に整備する。
被災地域における漁場の機能回復を図るための整備を行う。
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岩手県 水産環境整備事業 久慈 100

岩手県 水産環境整備事業 宮古 200

岩手県 水産環境整備事業 大船渡 100

宮城県 水産環境整備事業 宮城県北 200

宮城県 水産環境整備事業 宮城県南 200

福島県 水産環境整備事業 福島県 200

茨城県 水産環境整備事業 茨城 50

千葉県 水産環境整備事業 外房 24

※：平成２４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24年度
復興関係国費

（百万円）

宮城県 350

※：平成２４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 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。

【農山漁村地域整備交付金】
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