
【海岸事業（直轄）】

都道府県名 事業区分 海岸名
平成24年度

復興関係事業費
（百万円）

岩手県 直轄高潮 久慈港海岸 299

東日本大震災で被災した久慈港海岸において、津波防波堤を整備する。
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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24年度

復興関係事業費
（百万円）

青森県 一般河川改修 馬淵川水系　馬淵川 八戸市 452

青森県 一般河川改修 高瀬川水系　高瀬川 東北町 60

宮城県 一般河川改修 阿武隈川水系　阿武隈川下流 岩沼市、亘理町 240

宮城県 一般河川改修 名取川水系　名取川 仙台市、名取市 1,936

宮城県 一般河川改修 鳴瀬川水系　鳴瀬川
東松島市、松島町、大崎市、
美里町

4,279

宮城県 一般河川改修 北上川水系　北上川下流 石巻市 6,442

茨城県、千葉県 一般河川改修 利根川水系　利根川下流
（茨城県）神栖市、（千葉県）東
庄町

300

堤防、水門等の液状化対策、耐震化等を行う。
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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24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 123

岩手県 火山砂防　砂防堰堤工 八幡平山系　雫石川　鬼又沢第３砂防堰堤 滝沢村 217

岩手県 火山砂防　砂防堰堤工 八幡平山系　雫石川　クラカケ沢砂防堰堤 滝沢村 188

福島県 火山砂防　床固工 阿武隈川水系　松川　松川遊砂地 福島市 189

福島県 火山砂防　砂防堰堤工 阿武隈川水系　荒川　荒川第５砂防堰堤 福島市 237

福島県 火山砂防　砂防堰堤工 阿武隈川水系　須川　不動沢第３砂防堰堤 福島市 66

福島県
地すべり対策　排水ト
ンネル工、集水井工

滝坂地区 西会津町 632

栃木県 砂防　砂防堰堤工 利根川水系　男鹿川　尾頭沢砂防堰堤 日光市 63

栃木県 砂防　砂防堰堤工 利根川水系　男鹿川　芹沢地区砂防堰堤群 日光市 9

栃木県 火山砂防　床固工 利根川水系　大谷川　華厳上流床固群 日光市 134

栃木県 火山砂防　床固工 利根川水系　大谷川　慈観下流床固群 日光市 195

栃木県 火山砂防　砂防堰堤工
利根川水系　大谷川　日光地区土石流対策堰
堤群

日光市 9

栃木県 火山砂防　床固工 利根川水系　大谷川　根通り沢床固群 日光市 58

栃木県 火山砂防　砂防堰堤工 利根川水系　鬼怒川　湯沢砂防堰堤群 日光市 345

栃木県 火山砂防　砂防堰堤工 利根川水系　鬼怒川　奥鬼怒上流砂防堰堤群 日光市 260

栃木県 火山砂防　山腹工 利根川水系　鬼怒川　ワミ沢山腹工 日光市 120

栃木県 火山砂防　山腹工 利根川水系　鬼怒川　野門沢山腹工 日光市 192

栃木県 火山砂防　砂防堰堤工 利根川水系　鬼怒川　瀬尾沢砂防堰堤 日光市 90

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24年度

復興関係事業費
（百万円）

青森県 改築 国道45号　三陸沿岸道路（八戸南環状道路） 八戸市 3,500

青森県 改築 国道45号　三陸沿岸道路（八戸南道路）
八戸市
～階上町

800

青森県 改築 国道45号　三陸沿岸道路（侍浜～階上） 階上町 740

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 3,000

岩手県 改築 東北横断自動車道釜石秋田線（宮守～東和）
遠野市
～花巻市

1,300

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 5,900

岩手県 改築 国道45号　三陸沿岸道路（高田道路）
陸前高田市
～大船渡市

640

岩手県 改築 国道45号　三陸沿岸道路（吉浜道路） 大船渡市 3,040

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

4,800

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

8,700

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

5,713

岩手県 改築 国道45号　三陸沿岸道路（宮古中央～田老） 宮古市 5,740

岩手県 改築 国道45号　三陸沿岸道路（宮古道路） 宮古市 300

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

3,000

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 3,000

岩手県 改築 国道45号　三陸沿岸道路（尾肝要道路） 田野畑村 2,500

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

2,400

岩手県 改築 国道45号　三陸沿岸道路（普代バイパス） 普代村 363

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

6,640

岩手県 改築 国道45号　三陸沿岸道路（久慈北道路） 久慈市 2,220

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

5,940

岩手県 改築 国道106号　宮古盛岡横断道路（宮古～箱石） 宮古市 5,930

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 1,800

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

1,800

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 1,740

岩手県 改築 国道283号　釜石花巻道路（釜石～釜石西） 釜石市 4,140

岩手県 改築 国道283号　釜石花巻道路（遠野住田～遠野） 遠野市 3,000

東北・被災地域の速やかな復興、再生の鍵となる路線として、復興道路・復興支援道路の緊急整備等を実施する。
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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

5,130

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

3,500

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

4,500

宮城県 改築 国道45号　三陸沿岸道路（南三陸道路） 南三陸町 5,000

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

3,600

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 4,100

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 3,500

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 5,900

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 935

宮城県 改築 国道115号　相馬福島道路（阿武隈東道路） 丸森町 189

福島県 改築 国道115号　相馬福島道路（相馬～相馬西） 相馬市 2,200

福島県 改築 国道115号　相馬福島道路（阿武隈東道路） 相馬市 4,300

福島県 改築 国道115号　相馬福島道路（阿武隈東～阿武隈）
相馬市
～伊達市

2,100

福島県 改築 国道115号　相馬福島道路（霊山道路） 伊達市 6,400

【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24年度

復興関係事業費
（百万円）

岩手県 改築 国道106号　簗川道路 盛岡市 80

岩手県 改築 国道106号　宮古西道路 宮古市 920

宮城県 改築 （主）築館登米線　Ⅱ期　中田工区 登米市 120

【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24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 宮古市 380

宮城県 改築 （一）大島浪板線　浪板工区 気仙沼市 300

被災地における支援活動に不可欠な高速道路ＩＣへのアクセス道路を整備する。

東北・被災地域の速やかな復興、再生の鍵となる路線として、復興道路・復興支援道路の緊急整備等を実施する。
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【港湾整備事業（直轄）】

都道府県名 港　格 港　名
平成24年度

復興関係事業費
（百万円）

青森県 重要港湾 八戸港 4,032

岩手県 重要港湾 久慈港 3,400

岩手県 重要港湾 宮古港 991

宮城県 国際拠点港湾 仙台塩釜港 2,280

宮城県 重要港湾 石巻港 1,428

福島県 重要港湾 相馬港 500

福島県 重要港湾 小名浜港 6,782

茨城県 重要港湾 茨城港 600

茨城県 重要港湾 鹿島港 3,939

【港湾整備事業（補助）】

都道府県名 港　格 港　名
平成24年度

復興関係事業費
（百万円）

岩手県 重要港湾 大船渡港 140

宮城県 重要港湾 石巻港 389

福島県 重要港湾 相馬港 152

福島県 重要港湾 小名浜港 385

茨城県 重要港湾 茨城港 420

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。

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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【管制部・管制塔等耐震対策事業（直轄）】

都道府県名 空港名
平成24年度

復興関係事業費
（百万円）

主要内容

青森県 三沢空港（共用空港） 75 庁舎耐震対策

【基本施設耐震対策事業（直轄）】

都道府県名 空港名
平成24年度

復興関係事業費
（百万円）

主要内容

宮城県 仙台空港（国管理空港） 747 基本施設耐震対策

地震発生時においても航空機の確実な管制の継続、着陸・離陸体制に入っている航空機への適切な指示を可能
とするため、拠点空港等の管制施設について耐震対策を実施する。

地震発生時において自衛隊機等による緊急輸送への対応を可能とするため、航空輸送上重要な空港について、
滑走路等の耐震対策を実施する。
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【社会資本整備総合交付金】

都道府県名 計画名 計画策定主体
平成24年度
復興関係国費
（百万円）

青森県
青森県における総合的な津波・高潮等の浸水被害対策の推進（復興
基本方針関連（復興））

青森県 186

青森県 総合的な土砂災害対策の推進（復興基本方針関連（復興）） 青森県 270

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 9,068

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 2,568

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 33

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 1,396

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 517

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 3,400

福島県
復興を支え、災害に強い道路整備の推進（復興基本方針関連（復
興））

福島県、浅川
町、国見町、白
河市、新地町、
棚倉町、玉川
村、西会津町、
二本松市、平
田村、福島市、
南相馬市、三
春町、矢吹町

3,167

福島県 いわき市社会資本総合整備計画（復興枠） いわき市 66

福島県
東日本大震災から復旧・復興する地域における水災害からの安全・
安心の確保（復興基本方針関連（復興））

福島県 1,674

茨城県
津波等防災強化による安全安心な地域づくり計画（復興基本方針関
連（復興））

茨城県 1,312

茨城県
安全で災害に強い道路ネットワークの構築を図る防災計画（復興基本
方針関連（復興））

茨城県、城里
町

777

茨城県
茨城県における地震・津波等による災害対策の推進（復興基本方針
関連（復興））

茨城県 225

栃木県 土砂災害箇所における早期復旧計画（復興基本方針関連（復興）） 栃木県 224

千葉県
被災地域における復旧・復興の早期実現に向けた、被災地域間及び
内外を結ぶ基幹ネットワーク強化計画（復興基本方針関連（復興））

千葉県、旭市 139

千葉県
千葉県における津波対策及び土砂災害対策計画（復興基本方針関
連（復興））

千葉県 591

神奈川県 横浜市の市街地における液状化被害地区の対策 横浜市 78

長野県 災害に強い道路ネットワークの構築計画（復興基本方針関連(復興)) 長野県 127

長野県 震災に強い村復興に向けた道づくり計画（復興基本方針関連(復興)) 栄村 21

長野県 地震による緊急減災対策の推進（復興基本方針関連（復興）） 長野県 152

新潟県
道路の防災・耐震対策を高めた安全・安心な復興地域づくり（復興基
本方針関連(復興)）

新潟県 181

新潟県
土砂災害に強い被災地の安全･安心な地域づくり（復興基本方針関連
（復興））

新潟県 333

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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