
事業名 地区名
平成30年度

復興関係事業費
（百万円）

福島県 福島市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 青木 43

福島県 福島市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 岩堰 31

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 25

福島県 郡山市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 堀之内 32

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 155

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 936

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 2

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 15

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 160

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 361

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) 170

福島県 須賀川市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 浜田 300

福島県 須賀川市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 越久 110

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 221

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 55

福島県
南相馬市、双葉町、
浪江町 農村地域復興再生基盤総合整備事業 請戸川 40

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 300

福島県 伊達市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 堀沢 32

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 600

福島県 本宮市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 滝池 18

福島県 本宮市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 岩根 130

福島県 国見町 農村地域復興再生基盤総合整備事業 貝田 201

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 25

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 200

福島県
鏡石町、白河市、須賀川
市、泉崎村、矢吹町 農村地域復興再生基盤総合整備事業 隈戸川 10

福島県
湯川村、会津若松
市

農村地域復興再生基盤総合整備事業 大和田 172

福島県 湯川村、喜多方市 農村地域復興再生基盤総合整備事業 駒形第三 633

福島県 柳津町 農村地域復興再生基盤総合整備事業 鹿島 1

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 77

福島県 会津美里町 農村地域復興再生基盤総合整備事業 八神沢 3

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 221

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 65

福島県 西郷村 農村地域復興再生基盤総合整備事業 黒川 70

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Ⅱ期 250

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 30

福島県 矢吹町 農村地域復興再生基盤総合整備事業 釜池 64

【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

福島県



事業名 地区名
平成30年度

復興関係事業費
（百万円）

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 151

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 64

福島県 石川町、古殿町 農村地域復興再生基盤総合整備事業 中田論田３期 500

福島県 石川町 農村地域復興再生基盤総合整備事業 沢井 251

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 116

都道府県名



事業名 地区名
平成30年度

復興関係事業費
（百万円）

福島県 喜多方市 地すべり防止事業 野辺沢山（会津３） 460  

福島県 相馬市 防災林造成事業 相馬 2,270  

福島県 南相馬市 防災林造成事業 鹿島 1,002  

福島県 南相馬市 防災林造成事業 原町 434  

福島県 南相馬市 防災林造成事業 小高 3,063  

福島県 楢葉町 防災林造成事業 楢葉 1,097  

福島県 富岡町 防災林造成事業 富岡 455  

福島県 双葉町 防災林造成事業 双葉 439  

福島県 浪江町 防災林造成事業 浪江 926  

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30年度

復興関係事業費
（百万円）

福島県 福島市 林業専用道整備事業 北山支線 30  

福島県 福島市 林業専用道整備事業 惣八郎支線 20  

福島県 いわき市 林業専用道整備事業 小久田線 19  

福島県 白河市 林業専用道整備事業 鷹巣線 13  

福島県 田村市 林業専用道整備事業 上遠野線 52  

福島県 田村市 林業専用道整備事業 松ノ木平線 52  

福島県 田村市 林業専用道整備事業 宮ノ前裾ヲ田線 52  

福島県 田村市 林業専用道整備事業 水ノ木羽山線 50  

福島県 南相馬市 林業専用道整備事業 唐神３号線 13  

福島県 伊達市 林業専用道整備事業
霊山林業専用道１号

線
26  

福島県 川俣町 林業専用道整備事業 水境向線 69  

福島県 南会津町 林業専用道整備事業 昼滝向山線 34  

福島県 西会津町 林業専用道整備事業 杉山前佛線 22  

福島県 柳津町 林業専用道整備事業 新鶴・柳津支線 16  

福島県 金山町 林業専用道整備事業 大川入線 16  

福島県 会津美里町 林業専用道整備事業 源田谷線 16  

福島県 西郷村 林業専用道整備事業 虫笠支線 10  

福島県 棚倉町 林業専用道整備事業 八槻山本支線 34  

福島県 矢祭町 林業専用道整備事業 戸塚線 28  

福島県 塙町 林業専用道整備事業 白石沢線 23  

福島県 小野町 林業専用道整備事業 愛宕線 21  

福島県 小野町 林業専用道整備事業 中ノ内茄子坂線 30  

福島県 小野町 林業専用道整備事業 上合内大平線 75  

福島県 広野町 林業専用道整備事業 柴橋東黒森線 99  

福島県 楢葉町 林業専用道整備事業 七曲巻返線 83  

福島県 川内村 林業専用道整備事業 バク支線 101  

【森林整備事業】

岩手、宮城、福島の被災３県において放射性物質対策と一体となった間伐等を行う「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。

都道府県名



事業名 地区名
平成30年度

復興関係事業費
（百万円）

福島県 葛尾村 林業専用道整備事業 大笹線 101  

福島県 飯館村 林業専用道整備事業 前乗線 90  

福島県
林業専用道整備事業

(ふくしま森林再生路網計画策定)
福島県 740  

福島県
森林環境保全整備事業

（造林関係分）
6,563  

都道府県名



森林管理局名 都道府県名 事業名 地区名
平成30年度

復興関係事業費
（百万円）

関東 福島県 復旧治山事業 入北沢 137 

関東 福島県 防災林造成事業 相馬海岸 250 

関東 福島県 防災林造成事業 松川浦 430 

関東 福島県 防災林造成事業 雫第二 15

関東 福島県 防災林造成事業 楢葉 8 

関東 福島県 防災林造成事業 下渋佐 33

関東 福島県 防災林造成事業 小沢 4 

関東 福島県 防災林造成事業 北海老 8 

関東 福島県 森林環境保全整備事業 阿武隈川 385 

関東 福島県 森林環境保全整備事業 奥久慈 661 

関東 福島県 森林環境保全整備事業 磐城 604 

関東 福島県 森林環境保全整備事業 会津 121 

【森林整備事業（直轄）】、
【治山事業（国有林直轄治山事業）】

岩手、宮城、福島の被災３県において放射性物質対策と一体となった間伐等を行う「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。



事業名 地区名
平成30年度

復興関係事業費
（百万円）

福島県 漁港施設機能強化事業 福島県沿岸 650

【水産基盤整備事業（補助）】

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。

都道府県名



平成30年度
復興関係国費

（百万円）

福島県 1,265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。

都道府県名 事業名



【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30年度

復興関係事業費
（百万円）

福島県 改築 国道115号　相馬福島道路（相馬～相馬西） 相馬市 4,069

福島県 改築 国道115号　相馬福島道路（霊山～福島）
伊達市
～桑折町

18,360

福島県 改築 国道399号　十文字改良 いわき市 2,150

福島県 改築 県道吉間田滝根線　広瀬改良
いわき市
～田村市

6,020

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。



【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30年度

復興関係国費
（千円）

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、福島市、郡山市、相馬市、南相馬市、
新地町、双葉町、浪江町、楢葉町、広野町

37,416,854

福島県 南相馬市の復興と安心安全の道づくり（復興） 福島県 20,171

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、南相馬市 3,107,393

福島県
安心して生活できる、災害に強い地域づくりの推進（復
興基本方針関連（復興））

福島県、いわき市 66,750

※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。

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。



【港湾整備事業（直轄）】

都道府県名 港格 港名
平成30年度

復興関係事業費
（百万円）

福島県 重要港湾 相馬港 750

福島県 重要港湾 小名浜港 7,210

【港湾整備事業（補助）】

都道府県名 港格 港名
平成30年度

復興関係事業費
（百万円）

福島県 重要港湾 小名浜港 200

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。

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、防波堤等の
整備を行う。



【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30年度

復興関係事業費
（百万円）

福島県 整備 国営追悼・祈念施設（仮称） 浪江町 100 

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。



都道府
県名

事業主体名 施設区分 施設区分詳細
平成30年度
復興関係国費

（千円）

福島県 福島市 最終処分場 25,621

福島県 郡山市 施設整備に関する計画支援事業（1/3） 最終処分場 19,369

福島県 須賀川地方保健環境組合 エネルギー回収型廃棄物処理施設（1/3） ごみ焼却施設 2,517,548

福島県 須賀川地方保健環境組合 エネルギー回収型廃棄物処理施設（1/2） ごみ焼却施設

福島県 須賀川地方保健環境組合 施設整備に関する計画支援事業（1/3） マテリアルリサイクル推進施設

福島県 須賀川地方保健環境組合 施設整備に関する計画支援事業（1/3） 最終処分場

福島県 石川地方生活環境施設組合 施設整備に関する計画支援事業（1/3） 基幹的設備改良事業（焼却施設） 4,752

福島県 石川地方生活環境施設組合 施設整備に関する計画支援事業（1/3） 基幹的設備改良事業（し尿処理施設）

福島県 東白衛生組合 最終処分場 189,744

福島県 東白衛生組合 施設整備に関する計画支援事業（1/3） 汚泥再生処理センター

福島県 東白衛生組合 有機性廃棄物リサイクル推進施設 汚泥再生処理センター

福島県 白河地方広域市町村圏整備組合 施設整備に関する計画支援事業（1/3） 基幹的設備改良事業 3,333

福島県 南相馬市 基幹的設備改良事業（1/3） ごみ焼却施設 177,336

福島県 いわき市 基幹的設備改良事業（1/3） ごみ焼却施設 720,727

福島県 いわき市 基幹的設備改良事業（1/3） ごみ焼却施設

福島県 いわき市 施設整備に関する計画支援事業（1/3） マテリアルリサイクル推進施設

福島県 田村市 施設整備に関する計画支援事業（1/3） 汚泥再生処理センター 11,666

【循環型社会形成推進交付金事業】

特定被災地方公共団体に指定されている市町村等が整備する一般廃棄物処理施設への財政支援を実施。
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