
















































































































立地地域振興計画の基本コンセプト］

一一τ：＝「 …一、ル " 一…一一….4"
［図 2-2

立地地域における課題の整理立地地域の慨宮

－阿武隈高地と太平洋に面し、豊かな自然に恵

まれた温暖な地域
－縦横に道路網整備、二つの重要港湾と三つの

地方港湾

－恵まれた水産資源
・地域内の原子力発電施設の雇用が活発
・工業はいわき市が突出、いわき、原町、相馬

の三つの商圏

－相馬野馬追等の文化財、

スポーツ施設
・都市圏との近接性

Jウ．ィレッジなどの

．共通目標

水と緑の豊かな自然を保全・活用しながら、

快適で住みよい生活環境の実現

．共通の施策

・安全で快適な生活環境の整備
・美しい環境を守り育てる環境対策
・保健・医療・福祉の充実
・新たな高付加価値型産業の創造
．教育・文化の充実と人材づくり

・交流を通じた地域活性化

各種計画における立地地域の位置づけ・21世紀の国土のグランドデザイン及び
東北開発促進計画（第五次）

ゆとりと豊かさを実感できる多自然居住地域の創造

・福島県新長期総合計画
東日本沿岸中核都市ゾーン・大ェヰルキ」定住ゾーン

．広域連携プロジェク卜
・ふくしま沿岸域総合利用構想
・21世紀 FIT構想
－南東北中枢広域都市圏構想、
．阿武隈地域総合開発事業

・いわき振興拠点地域構想

立地地域の振興の基本的方針：～共生と自立への道～自発的な相互連携

立地地域振興のキーワード：地域連携と広域交流

基本理念地域連携と広域交流でつくる元気あふれるネットワーク型地域社会の形成
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地域の将来像’輝く自然、快適なくらし、活力ある産業が調和した浜通り交流ネットワーク生活圏
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・常磐自動車道を中心とする道路網の整備、鉄道の

輸送力・利便性、港湾整備、情報化推進
・農業の生産性向上、森林整備、水産業の環境悪化、

商業の低迷、工業集積格差、観光振興、新エネ

・上下水道整備、廃棄物処理施設の計画的整備、その
他住環境の整備

・高齢者福祉の充実、児童福祉のための環境整備、障
害者の総合的支援、医療体制の整備

・安全な地域づ〈り、通信連絡網緊急時避難道路・
避難施設・緊急時医療施設・設備の充実

・公立小中学校教育施設の補修・改修、集会・体育・
社会教育施設の整備、科学技術の振興

, 立地地域市町村の総合計画の概要
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越自動車道の 4車線化、及び一般国道115号阿武隈東道路の早期整備を促進す

る。

特に、常磐自動車道については、原子力災害対策や地域振興の観点から非常

に重要な道路であり、早期に全線が開通するよう整備を促進する。

また、立地地域、とりわけ双葉郡と福島空港を結ぶアクセス道路の整備、さ

らには、双葉郡と中通り地方を結ぶ幹線道路の整備について、早期に検討を行

う必要がある。

（国道）

立地地域内の交通ネットワークを形成する国道 6号、国道 49号の整備を促

進し、国道 113号、国道 114号、国道 115号、国道 288号、国道 289号、国道

399号、国道459号の整備を推進する。

特に、国道6号については、立地地域を縦貫している幹線道路であり、災害

時の避難路としての役割が非常に重要であることから、さらなる機能強化を促

進する。

（県道及び市町村道）

国道と一体となった交通ネットワークを形成し、地域間交流を促進するとと

もに、安全で安心できる道路環境を形成するため、主要地方道小野富岡線・原

町川俣線・いわき石川線、及び一般県道広野小高線等の整備を推進する。

（都市計画道路）

立地地域内の市街地における円滑な移動確保、環境・防災等に配慮した都市

空間形成及び中心市街地活性化を図るため、平磐城線等の整備を推進する。

3. 鉄道の整備

J R常磐線は東京圏と立地地域及び仙台都市圏を結ぶ極めて重要な幹線鉄道

であり、また、 JR磐越東線は立地地域を横断し、浜通り地方と中通り地方を

結ぶ鉄道である。これら鉄道は、日常生活の利便性の向上や、隣接市町村との

地域間交流を図るうえで、極めて重要であることから、輸送サービスの向上を

図るため線形改良や駅施設等の整備を促進する。

特に、 JR常磐線は、東京圏と仙台都市圏を結ぶ太平洋側の幹線鉄道として

整備されているが、四ツ倉駅以北は単線区間で輸送力・利便性等に問題がある

ため、複線化・高速化等に関する整備に向けて、地域において経営主体に対し

検討を促す。
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等への緊急情報配信システムの整備を検討する。

さらに、各種申請の電子化を推進し、ワンストップサービスや、電子情報公

開システムを整備し、行政情報や地域情報のデータベース化等を推進するとと

もに、立地地域の住民の情報利活用能力の向上を支援する。

また、行政情報、地域情報の受発信基盤となる光ファイバー網の整備を促進

し、地域産業問の情報交流による活性化や防災情報の周知を図る。
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IV. 農林水産業、商工業その他の産業の振興

1 . 産業振興の方針

産業の振興は、就業の場を創出し、所得を確保し、さらには過疎を防ぎ、地

域づくりや立地地域の自立を図っていくうえで、必要不可欠である。

このため、実情に即した地域主体の産業の振興及び高度化を図る必要がある。

特に、地元で生産されたものを地元で消費するという考え方（地産地消）を

積極的に展開することにより、農林水産業をはじめ産業の振興や地域資源を活

用した地域産業の活性化を促進する。

農業については、環境保全に配慮しながら、特色ある米作りを推進し、消費

者のニーズにあった麦、大豆、園芸作物等の生産安定と拡大を図る。また、畜

産経営においては、家畜排せつ物の適正処理に努め、規模拡大と生産性の向上、

高品質化を図る。

さらに、農業の振興によって得られる自然生態系の保全、景観の保全・形成、

アメニティの提供などを地域の資源とし、グリーンツーリズムによる都市との

交流を進め農村の活性化を図る。

林業については、森林の有する多面的な機能の持続と高度な発揮を図る観点

で森林整備を推進し、さらに森林施業の共同化によって、継続的、安定的な経

営の確保を図る。

水産業は立地地域内における重要な基幹産業の一つであるが、年々、生産体

制が脆弱化しているため、栽培漁業の推進や沿岸漁場の整備開発など、新しい

水産業の在り方を検討し推進する。

商工業については、付加価値の高い製品づくりや人材の確保・育成などによ

る地場産業の活性化、立地地域が整備を進めている各工業団地への企業立地の

促進、電源地域の特性を生かしたエネルギー関連の研究機関等の誘導促進によ

る工業の振興、まちづぐりと一体となった商業の振興を図る。その他の産業に

ついては、豊かな自然や地域の資源を生かした観光等の振興を図る。

2. 農林水産業の振興

(1) 農業

農業の持続的発展のため、認定農業者をはじめとする地域農業の担い手及び

新規就農者の育成・確保を図るとともに、計画的な生産基盤の整備を推進する。

水田農業については、「水田農業アクションプログラム」に沿って、消費者ニ

ーズに対応した売れる米づくりや麦・大豆の団地化による生産の高度化などに

より、収益性の高い農業経営と多様な担い手を中心とした活力ある生産構造の

確立を目指す。
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園芸作物については、冬季温暖、多日照等の地域の特徴を生かし、野菜や花

きの周年出荷を促進するとともに、日本なし等の果樹産地の拡大を推進する。

畜産については、高品質の肥育牛をはじめとする畜産の生産拡大による経営

基盤の強化を図るとともに、家畜ふん尿の適正処理や耕畜連携によるたい肥の

活用を促進する。

さらに、環境に配慮した持続的な農業生産の推進と併せ、食の安全・安心に

関する消費者意識の高まりに対応した有機農作物等の栽培を推進する。

なお、農村部の生活環境の向上に努めるとともに、豊かな自然等の地域資源

を生かしながら、新鮮で安全・安心な農林水産物を提供する直売所、観光農園、

加工販売施設等の広域的連携により「地産地消」を推進し、来訪者や消費者の

ニーズを十分踏まえながら、これら関連施設が一体となった交流拠点施設の整

備と都市との交流を目的としたグリーンツーリズムの定着と促進を図る。

立地地域のうち、平地農業地帯においては、大区画ほ場整備や用排水路整備

と基幹的な農道整備を進め、農地の汎用化と農用地の利用集積により、生産コ

ストの低減と省力化、高生産性農業の実現と農作物輸送の効率化により農村地

域の農業基盤と生活環境基盤の向上を図る。

一方、中山間地域においては、農林業の振興と集落機能の維持向上を図ると

ともに、地域の特性を生かした多彩な農林業の振興を図るため、生産から流通

までの様々な基盤の整備や都市との交流を促進するための基盤づくり、さらに

は、生活環境の整備について、各種の助成制度を活用しながら推進するととも

に、農業・森林の多面的機能を維持・発揮するために実施する生産活動や集落

活動等に対する支援を積極的に進める。

(2）森林・林業

森林・林業については、「森（もり）との共生」の理念に基づく循環型社会の

形成に向けて、森林の持つ水源かん養や山地災害防止等の多面的機能を将来に

わたり十分に発揮できるよう、 7.1<土保全林等、森林の機能と流域の特性に合っ

た森林施業体系により林道と作業道との有機的な活用による林内路網の充実を

図りながら、森林の整備や治山事業を進める。

また、木材生産者の体制と消費者ニーズに対応できる流通加工体制の整備に

より、資源の有効利用と木材供給の安定化を推進し、林業・木材産業の持続的

な発展を図る。

特用林産についても、阿武隈山系の豊かな広葉樹資源を背景に、しいたけゃ

なめこの産地化と生産の安定を図る。
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(3）水産業

水産業の振興については、水産資源の適正な保存管理と持続的利用を図る

とともに、漁業担い手の確保・育成が必要である。

このため、立地地域の漁業者が自主的に取り組んでいる資源管理型漁業の

拡充や、発電所温排水を利用したウニ、アワビ、ヒラメ等のっくり育てる漁

業の高度化を推進し、沿岸漁業資源の回復を図るとともに、持続的利用のた

めの沿岸漁場の整備開発と併せて漁港など水産基盤の整備と情報関連施設の

整備、試験研究等の必要な機能の充実により、漁業生産の効率化と産地機能

の強化を図る。

また、漁協合併による系統組織の基盤強化、次代を担う意欲ある漁業後継

者の育成とその活動の支援により漁業地域の活性化を図り、地域水産資源を

活用した都市部との交流イベン卜の開催や産地加工、産地直売等による経営

の多角化を推進し、ブランド形成による漁家経営の安定向上を目指すととも

に、漁業生産の基盤となる海の環境を保全するため、漁業者による海の森づ

くりや藻場干潟の保全活動などの取り組みを推進する。

内水面漁業については、アユやサケ等の増殖事業を継続し、新たに遊漁に

よるサケ資源の有効利用に取り組む等、観光事業と一体となった資源利用に

より地域の活性化を図る。

3. 農道、林道及び漁港関連道の整備

農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業等により、基幹的な農道を整備し、

立地地域における国県道等と連絡することにより、農産物輸送の効率化を図り、

農産物の品質向上と生産から流通までの有機的な連携による農業生産性の向上

を図る。

林道や作業道の路網の整備は、手入れの必要な森林へのアクセスや高性能林

業機械の活用を可能にし、適切な森林整備と効率的な林業経営を推進する上で

重要であり計画的に推進する。

潤いと魅力ある漁村づくりを進めるため、水産基盤整備と併せて、漁獲物や

漁業用資材を円滑に輸送できるよう、漁港関連道路の整備を推進する。

4. 地場産業の振興

立地地域内の企業の多くは中小企業であり、技術や製品の高付加価値化を展

開していく体制が十分であるとはいえないことから、地域に根付いた進出企業

を含めた地場産業の技術力、開発力の構築を促進する必要がある。このため、

産学官の連携の促進や立地地域の企業への技術開発支援、金融支援などを進め
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V 111. 教育及び科学技術の振興

1. 教育の振興の方針

21世紀を迎えた現在、政治、行財政、経済等の構造を大胆に改革することが

求められており、あらゆる社会構造の基盤となる教育の分野においても、従来

のシステムを見直し、新しい時代にふさわしい教育を実現することが必要とな

っている。

福島県では、「人・地域・自然と共に個を磨く新世紀ふくしまの教育」を基本

目標とする第5次長期総合教育計画（平成 14年3月策定）に基づき、「教育は

家庭を原点として地域や学校が一体となって社会全体で担うもの」という基本

に立ち返り、学校教育の充実と、家庭、地域及び学校の連携協力のための各種

施策を進める。

2. 公立小中学校等教育施設の整備

快適な教育環境を確保するため、地域の実情を十分考慮、しつつ校舎、体育館、

水泳プール等の施設の充実を図る。

また、災害時における避難施設としての役割を果たすことができるよう、老

朽化校舎の改築や耐震補強工事等安全面での充実強化を図る。

さらに、今後新しい授業方法等にも対応できるよう常に施設の見直しを行い、

教室や図書館等の整備を進める。

3. 集会施設、体育施設、社会教育施設等の整備

地域文化の伝承や様々な学習活動等の充実を図るとともに、これらの活動の

場として集会施設、体育施設、社会教育施設等の開放を進めながら、地域の実

情に応じて整備の推進を図る。

4. 科学技術の振興の方針

平成 14年3月に策定した「福島県科学技術政策大綱」に基づき、「安心・ゆ

とり・潤いあるくらしの実現」、「豊かな創造性を育む地域社会の実現」「新産業

創出・技術革新による地域経済の活性化」を基本目標として、自然との調和を

図りながら持続的に発展する 21世紀にふさわしい「美しいふくしま」の実現を

めざす。

このため、立地地域内に設置されている水産試験場、水産種苗研究所やハイ

テクプラザいわき技術支援センターなどの試験研究機関の充実強化を図る。

また、科学技術振興の基盤となる高等教育機関や民間研究（研修）所の集積

を図るとともに、これらを生かした産学官連携を促進する。

72 



..., 
= 

IX振興計画に係る事業一覧

1.交通施設及び通信施設の整備
(1）基幹的な道路の整備

番号 事 業 名

常磐自動車道義備事業

I 

2東北横断自動車道整備事業

いわき新潟線

3一般国道115号整備事業

阿武隈東道路

4東北中央自動車道整備事業

5 般国道6号整備事業

常磐ノ〈イパス

一般国道6号整備事業

6久之浜バイパス(1工区）

7一般国道6号整備事業

相馬バイパス

自一般国道49号整備事業

平バイパス

日一般国道49号整備事業

北好関防災

10 
一般国道113号整備事業

新地（仮称：新地IC)

11 
一般国道114号整備事業

加倉（仮称：浪江IC)

12 
一般国道114号整備事業

浪江拡幅

13 
一般国道115号整備事業

相馬南｛仮称相馬IC)

14 
一般国道115号整備事業

玉野拡幅

15 
一般国道288号整備事業

戸屋拡幅

通量量孟五三

事業概要

富岡～相馬

L=47. lkm 

相馬～新地

L=8. 6km 

新地～県境

L=6km 

いわき～郡山

4車線化

相馬市山上～相馬市東玉野

L=lO. 7km 

相馬～福島

L=41km 

道路改築

L=27, 700m 

道路改築

L=2, 300m 

道路改築

L=9, 900m 

道路改築

L=7, 700m 

道路改築

L=2, OOOm 

道路改築

道路改築

道路改築

L=700m 

道路改築

道路改築

L=900m 

道路改築

L=700m 

（単位・百万円）

特例措置
事業実施箇所

事業
事業期間

期間内
所管省庁

の 適 用 主体 事業費

富岡町
日本道路公団

HIO～ 未定 国土交通省

．．．．．．．．”・・司咽ー』・』

未定 国土交通省
日本道路公団

1-110～ 

新～新地地町町 司両日一－一・・・・・・ー一一

未定 国土交通省
日本道路公団

未定

いわき市
日本道路公団

HIO～ 未定 国土交通告、

～郡山市

相馬市 国 未定 未定 国土交通省

相馬市
日本道路公団

未定 未定 国土交通省

～福島市

いわき市 国 S41～ 未定 国土交通省

いわき市 国 Hl～ 未定 国土交通省

相馬市 国 S62～ 未定 国土交通省

～新地町

いわき市 国 S56～ 未定 国土交通省

いわき市 国 Hll～ 未定 国土交通省

※ 
新地町 福島県 未定 未定 国土交通省

※ 
浪江町 福島県 未定 未定 国土交通省

。浪江町 福島県 H12～ 未定 国土交通省

※ 
相馬市 福島県 未定 未定 国土交通省

※ 
相馬市 福島県 未定 未定 国土交通省

。都路村 福島県 H13～ 未定 国土交通省

一一千



』

脅す 業 名 事業概要
特例措置

事業実施箇所
事業

事業期間
期間内

所管省庁
の 適 用 主体 事業費

16 
一般｜主Ii宜2日日号整備事業 道路改築

※ 
都路村 福島県 未定 未定 国土交通省

戸屋拡幅（2JIJJ)

17 
一般国道2ss•＞·盤備事業 道路改築

※ 
大熊町 福島県 未定 未定 国土交通告、

宝ノt島パイノ屯ス

18 
一般国道289号＇.~備事業 道路改築 。いわき市 福島県 ll13～ 未定 国土交通省

荷路夫バイパス L=3, 600m 

一般図道289号整備事業 道路改築 。いわき市 福島県 lll l～ 未定 国土交通省
19 

根室拡附 L=l, 500m 

20 
般国道399号整備事業 道路改築 。いわき市 福島県 日2～ 未定 国土交通省

中島バイパス L=2, 130m 

21 
一般国道399号盤備事業 道路改築 。川内村 福島県 日7～ 未定 国土交通省

手古岡ハイパス L=l, 440m 

22 
一般国道399号整備事業 道路改築 。都路村 福島県 II 13～ 未定 国土交通省

掛札拡隅 L=900m 

23 
一般国道399号整備事業 道路改築

※ 
都路村 福島県 未定 未定 l主l土交通省

掛札拡幅（2期）

_, .,,. 24 
一般国道399号整備事業 道路改築 。葛尾村 福島県 S54～ 未定 国土交通省

津島ノ、イパス L=7, 762m 

25 
主要地方道小野富岡線調査事業 調査一式 富岡町、川内村 福島県 Hl6～1-120 450 国土交通省

経済産業省

26 
主嬰地方道小野富岡線整備事業 道路改築

※ 
富岡町、川内村 福島県 未定 未定 国土交通省

五枚沢

27 
主要地方道小野富岡線整備事業 道路改築 富岡町 福島県 未定 未定 国土交通省

高津戸

28 
主要地方道原町川俣線整備事業 道路改築 飯舘村 福島県 1-114～ 米定 国土交通省

芦原I也IK L=l, 320m 

29 
主要地方道j車問T川俣線整備事業 道路改築 原町市 福島県 未定 米定 国土交通省

信田沢

30 
主要地方道原町浪？工線整備事業 道路改築 原町市 福島県 1110～ 未定 国土交通省

横川 L=l, 440m 

31 
主要地方道いわき石川線整備事業 道路改築 いわき市 福島県 1113～ 未定 国土交通行

Jill貝工区（1工区） L=l, 140m 

32 
主要地方道いわき石川線整備事業 道路改築 いわき市 福島県 未定 未定 国土交通省

皿貝工区（2工区）

33 
一般県道日下石新沼線整備事業 道路改築 相馬市 福島県 Hl5～H17 未定 国土交通省

宇多川橋 L=171m 
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番号

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

事 業 名 事業概要

一般県道小浜字町線整備事業 道路改築

北原 L=l, 400m 

主要地方道常磐勿来線整備事業 道路改築

鮫川橋工区

一般県道旅人勿来線整備事業 道路改築

井戸沢橋工区 L=360m 

一般県道白岩久之浜線整備事業 道路改築

久之浜工区 L=820m 

主要地方道小野富岡線整備事業 道路改築

吉間同工区

主要地方道相馬互理線整備事業 道路改築

釣師パイノ《ス

一般県道広野小高線整備事業 道路改築

富岡工区 L=680m 

一般県道広野小高線整備事業 道路改築

熊川工区 L=l, 500m 

一般県道広野小角線整備事業 道路改築

双葉浪江工区 L=l, 140m 

一般県道広里子小両線~備事業 道路改築

棚盤工区

一般県道広野小両線整備事業 道路改築

塚原工区

一般県道広野小高線整備事業 道路改築

天神岬工区

一般県道広野小両線整備事業 道路改築

折木北迫工区

市道深田if12号線整備事業 道路改築

L=3, 500m 

市道信田沢長野線整備事業 道路改築

L=l, 300m 

市道日下石石上線整備事業 道路改築

日下有地内 L=989m 

町道熊野・今中線整備事業 道路改築

L=l, 681m 

町道山田郡山線整備事業 道路改築

L=l, 600m 

，，，，，＿，.押砕却の’ 恥.,.i---

特例措置
事業実施箇所

事業
事業期間

期間内 所管省庁’
の 適 用 主体 事業費

原町市 福島県 S59～ 未定 国土交通省

いわき市 福島県 未定 未定 国土交通省

いわき市 福島県 HS～ 未定 国土交通省

いわき市 福島県 HI l～ 未定 国土交通省

いわき市 福島県 未定 未定 国土交通省

新地町 福島県 未定 未定 図土交通省

富岡町 福島県 HIO～ 未定 国土交通省

経済産業省、

大熊町 福島県 Hl4～l-11 7 未定 国土交通省

経済産業省

双葉町 福島県 Hl4～l-117 未定 国土交通省

経済産業省

浪江町 福島県 未定 未定 国土交通省

経済産業省

小高町 福島県 未定 未定 国土交通省

経済産業省

楢葉町 福島県 未定 未定 国土交通省

経済産業省

広野町 福島県 未定 未定 国土交通省

経済産業省

原町市 原町市 1114～ 未定 国土交通省

原町市 原町市 H16～ 未定 国土交通省

相馬市 相馬市 Hl6～ 未定 国土交通省

櫛葉町 楢薬町 H13～ 未定 国土交通省

経済産業省

双葉町 双葉町 H12～ 未定 国土交通省

経済産業省
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番号

52 

53 

51 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

事 業 名

町道久保前中百五線整備事業

町道新1Lii場草線投備事業

町道1-lO号線盤術事業

Ill］道中81号線整備事業

町道（仮称）南部愁備事業

女場地区

mr道（仮称）原浪線整備事業

片：民地区外

市道栗木作・小山回線整備事業

市道台~Lr ・水野谷町線設備事業

市道干上岡・大谷線殺備事業

市道江添・定回線整備事業

木戸ダム周辺環境整備事業

乙次郎地区道路整備

町道松ノ口大坂線道路改良事業

町道久保田1号線道路新設事業

町道大平タ筋線道路新設事業

町道関山堂の原線道路新設事業

町道北沢線道路改良事業

（都）関船鹿島線整備事業

（都）勿来岩間線整備事業

事業概要
特例措置
の 適 用

道路改築

L=2, 150m 

道路改築

L=l, 950m 

道路改築

L=l, 200m 

道路改築

L=lOOm 

道路改築

L=5, 300m 

道路改築

L=7, OOOm 

道路改築

L=l, 920m 

道路改築

L=850m 

道路改築

L=l, 200m 

道路改築

L=590m 

堂ノ内乙次郎総.L=662mW=5.5(7.0)m 

乙次郎仁平蔵線.L=680m W=5.5(7.0）皿

L=l,341.Bm W=6.0(8 O)m 

L=300m W=6.5(15.0)m 

アンダーホ’ックス新設 L=60m 

L=35m W=5.5(11 5)m 

国道交差点改良 L=140m

L=618m W=4.0(5 O)m 

L=347m W=4.0(5.0)m 

橋梁設置し＝！3m

道路改良 L=760m 

（主）江名常磐線

道路改良 L=668m 

（主）目立いわき線

二週

事業実施倍所
事業

事業期間
WI関内

所管省庁
主体 事業費

双葉町 双葉町 H16～ 未定 国土交通省

双葉町 双葉町 未定 未定 国土交通省

鹿島町 鹿島町 未定 未定 国土交通省

鹿島町 鹿島町 H12～ 未定 国土交通省

小向町 小高田T 未定 未定 国土交通省

1J、I町阿j 小高町 未定 未定 国土交通省

いわき市 いわき市 H12～ 未定 国土交通省

いわき市 いわきiii IU2～ 未定 国土交通省

いわき市 いわき市 H13～ 未定 国土交通省

いわき市 いわき市 H13～ 未定 国土交通省

楢葉町 楢栄町 IU1～H18 140 国土交通省

経済産業省

楢葉町 楢葉町 H13～H18 231 国土交通省

経済産業省

広野町 広野町 H12～t 119 518 国土交通省

経済産業省

広野町 広野町 ト115～ト116 50 国土交通省

経済産業省

広野町 広野町 1116 62 国土交通省

経済産業省

広野町 広野町 1115～I 117 53 国土交通省

経済産業省

いわき市 福島県 H3～1116 20 国土交通省

いわき市 福島県 H4～H18 2,604 国土交通省
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番号 事 業 名 事業概要
特例措置

事業実施筒所
事業

事業期間 期業間内 所管省庁の 適 用 主体 事費

70 
（都）平磐城線整備事業 道路改良 L=870m、 いわき市 福島県 ト116～H25 3,940 国土交通省

（主）小名浜平線

71 
（都）勿来泉線整備事業 道路改良 L=574m いわき市 福島県 未定 未定 国土交通省

（主）常磐勿来線

72 
（都）環状1号線整備事業 道路改良 L=550m ※ 原町市 原町市 未定 未定 国土交通省

73 
原ノ町駅前広場整備事業 駅前広場整備A=3,000nf ※ 原町市 原町市 未定 未定 国土交通省

, 

74 
（都）八反田四方木回線盤備事業 道路改良 L=136m いわき市 いわき市 H9～ト117 991 国土交通省

75 
（都）内郷駅平線整備事業 道路改良 L=654m 。いわき市 いわき市 H4～H20 l,947 国土交通省

76 
（都）台山水野谷町線整備事業 道路改良 L=850m 。いわき市 いわき市 『19～H22 3,220 国土交通省

77 
（都）新川町谷川瀬線盤備事業 道路改良 L=638m いわき市 いわき市 H13～1-123 3,128 国土交通省

〉合計 C・.')i'C'' J：守 町 二 ペ イ 一台宗青予言 F 司、 A一G』.ー..・・ ち、， じ＇・ぷ一 一， ' て二 J17~364ι 戸--J 
--J 

（注）「特例措置の適用J欄の※印の事業にづFては、事業ー扉涙雨に最終的に判断する。
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(2）交通安全対策

f持母 業 名

I一般国道日号整備事業

大井工区

2国道399号整備事業

杉平工区

3 主要地方道いわきil~t工線整備事業
八石工区

4主要地方道小野四倉線整備事業

~木工区

5主要地方道いわき上二坂小野線

整備事業 本谷工区

6主要地方道原町海老相馬線

整備事業 七高平工区

7主要地方道原JDf一本松線整備事業

il!flDf工区

8一般県道浪江j出品線殺備事業

矢川原工区

9一般県道落合浪江線整備事業

高瀬工区

10 
一般県道中ノ内小両線推備事業

大田和工区

主要地方道小名浜小野線
II 

整備事業 内郷高野工区

12 
般県道折木筒木原久之浜線

整備事業 久之浜工区

13 
市道雫大懇線整備事業

雫工区

14 
市道矢川原片倉線整備事業

矢川原工区

15 
市道国見町馬場線整備事業

国見町工区

歩道工

L=l. 37km 

歩道工

L=900m 

自歩道工

L=7呂4m

歩道工

L=910m 

自歩道工（トンネノレ）

L=313m 

歩道工

L=635m 

歩道工

L=210m 

歩道工

L=211m 

歩道工

L=820m 

歩道工

L=2, lOOm 

歩道工

L=310m 

自歩道工（姐I）道橋）

L=l 72m 

歩道工

L=900m 

歩道工

L=2, OOOm 

歩道工

L=700m 

（単位．百万円）

事業概要
特例措置 事業実施箇所 事業主体 事業期間

期間内
所管省庁

の適用 事業費

ノj、I簡mr 国 未定 未定 国土交通省

いわき市 福島県 1-19～ 未定 国土交通省

楢葉町 儲島県 Hl4～1 116 未定 国土交通省

いわき市 福島県 Hl3～Hl6 未定 国土交通省

いわき市 福島県 I-115～ 未定 国土交通省

原町市 福島県 Hll～Hl6 未定 国土交通省

原町市 福島県 J-115～ 未定 国土交通省

原町市 福島県 1116～ 未定 国土交通省

浪江町 福島県 H16～ 未定 国土交通省

小両町 福島県 J-115～ 未定 国土交通省

いわき市 福島県 十116 未定 国土交通省

いわき市 福島県 日15～I-I16 未定 国土交通省

原町市 原町市 未定 未定 国土交通省

原町市 原町市 未定 未定 国土交通省

原町市 原町市 未定 未定 国土交通省
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番号 事 業 名

16 
市道国見町旭町線整備事業

旭町工区

17 
市道桜井下渋佐線整備事業

萱浜工区

18 
市道上太田下太田線整備事業

下太田工区

19 
市道桜井高線整備事業

北原工区

20 
市道高米々沢線整備事業

高－ I工区

21 
市道同小両線整備事業

高－II工区

22 
町道｛中町小屋木線、町道小屋木

川房線、町道浦尻川房線整備事業

23 
市道南富岡・苅分線整備事業

小名浜大原地区

24 
市道北町田・松坂線整備事業

好関工区

>: .. ）合計品ケ • Lベ.， . .: .; r、、 . P『S • ' •• 晶日 A

(3）港湾の整備

番号 事業名

I相馬港港湾改修事業

2相馬港港湾改修事業

3小名浜港港湾改修事業

4小名浜港港湾改修事業

5小名浜港港湾環境整備事業

6小名浜港廃棄物処理施設整備事業

F合計 .: •>f:: .，、

一語単盛主主主

事業概要

歩道工

L=l, 800m 

歩道工

L=900m 

歩道工

L=700m 

歩道工

L=2, lOOm 

歩道工

L=800m 

歩道工

L=l, 300m 

歩道工

L=4, OOOm 

歩道工

L=l, OOOm 

交差点改良

モ戸パr ～い、 ？ぷ

事業概要

防波堤（沖）

3号ふ頭一l2m岸壁一l2m泊地

防波堤（南）（改良） 2号ふ頭道路

3号ふ頭ー!Om岸壁－！Om泊i也、道路

本滋防波堤（沖）

防波堤（第二沖）

1号ふ頭－4.5m岸壁一2.5m物揚場、道路

藤原ふ頭橋梁

2・3号ふ頭緑地

5•6号ふ頭緑地

東港護岸

一ν＂＂＇ ::: 
. 

一ι丸一一一一 .. ‘ . 一干一すケち：与±＇＇・ ，島－内

" . -""" 

特例措置
事業実施筒所 事業主体 事業期間

期間内
所管省庁

の 適 用 事業費

原町市 原町市 未定 未定 国土交通省

原町市 原町市 未定 未定 国土交通省

原町市 原町市 未定 未定 国土交通省

原町市 原町市 未定 未定 国士交通省

原町市 原町市 未定 未定 国土交通省

原町市 原町市 未定 未定 国土交通省

小両町 小高町 未定 未定 国土交通省

いわき市 いわき市 Hl6～ 未定 国土交通省

いわき市 いわき市 Hl6～ 未定 国土交通省

ヶヘ ：幌守v、ゾι司.，...，‘ ＼ ‘Y • • . ..，.芯j 五..: 0, 1 : 

（単位百万円）

特例措置
事業実施箇所 事業主体 事業期間

期間内
所管省庁の 適 用 事業費

相馬市、新地町 国 S6l～未定 未定 国土交通省

相馬市、新地町 福島県 H6～H20 l,916 国土交通省

いわき市 国 S5l～未定 未定 国土交通省

いわき市 福島県 H6～H20 2,294 国土交通省

いわき市 福島県 未定 未定 国土交通省

いわき市 福島県 H6～H22 7,036 国土交通省

'< . •.• i》 コ 七；.，..；：.～勺ノ九一；b・t ζγ：11;246 
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2農林水産業、商工業その他の産業の振興
( 1）農業の振興

番号 事 業 名 事業概要

かんがい掛水事業 滝川ダム新設工

1 （富岡地区） 総貯水量V=5,945千t有効水量 V=5,165千t

幹線水路 L=5,890mφ500～600

2ため池等整備事業 水路工 L=990mB=2.4m H=2.0m 

（新夜ノ森地区）

3 j也域用水環境整備事業 親水景観保全施設、利用保全施設一式

（北郷地区）

かんがい排水事業一般型

4 （相馬第一地区）

頭首工 5ヶ所幹線用水路工 431<m

ため池等整備事業

5 [!MtJI＇水施設整備】（青恨場地区）

L=2,700m 

基盤整備促進事業 胤排水路工 L=5,060m
6 （八竜内地区） 農道工 L=720m

7基盤整備促進事業 J1l排水路工 L=6,510m

（吉岡沢地区） 農道工 L=530m暗渠排水工 A=5.8ha

8経営体育成基盤盤備事業 区画整理工 A=l22ha

（南棚息地区）

9中山間地域総合整備事業 用排水路工 L=4,450m区画整理工 A=27ha
（津島地区） 農道工 L=3,700m活性化施設 lケ所

10 
経営体育成蕊鍛整備事業 区画整理工 A=l73ha 
（桃内j地区）

11 
経営体育成基線整ilhl事業 区画整理工 A=l46ha
（大子｜塚原地阪）

12 経営体育成基盤整備事業 区画整理工 A=l30ha

（飯崎地区）

13 経営体育成基盤整備事業 区画整理工 A=310ha

（小高東部地区）

14 
経営構造対策事業 水稲育苗施設建設

機械棟 1棟緑化棟 l棟硬化ハウス8棟

農村総合整備統合補助 農道工 L=l,573m用排水路工 L=3,896m

15 事業。画業地区） 農業集落排水施設 L=760m防火水槽4ヶ所

集落水辺環境整備 A=3,680rr1

16 
農地等高度利用促進事業 農道工、周排水路、湿田等整備

（大谷地区）

（単位百万円）

特例措置
事業実施筒所 事業主体 事業期間

期間内
所管省庁

の適用 事業費

富岡町 福島県 S62～I 121 [6,428 農林水産省

富岡町 福島県 HS～Hl7 129 農林水産省

富｜瑚町 福島県 1110～Hl9 152 農林水産省

相馬lli、新地町 福島県 S56～1120 4,457 農林水産省

双葉町 福島県 未定 未定 農林水産省

浪江個f 諮戸川土地改 1112～HIS 135 農林水産省

良区

浪江町 詩戸川土地改 Hl2～1-118 87 農林水産省

良区

浪江町 福島県 HlO～Hl9 1,156 農林水産省

浪江町 福島県 日12～1-121 1,413 農林水産省

小高町ー 福島県 1-18～Hl 7 436 j出林水産省

小高町 福島県 1-11 l～1-119 1,782 農林水産省

小向町 福島県 未定 未定 農林水産省

小両町 福島県 未定 未定 農林水産省

広野町 （剖7ロyティア Hl6 89 IV是林水産省、

ひろの

楢葉町 楢葉町 H9～1-117 105 農林水産省

猶葉町 猶葉町土地改 未定 未定 農林水産省

良区
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番号

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

一

事業名

地域用水環境整備事業

（山田岡大堤地区）

かんがい排水事業 一般型

（深野地区）

かんがU、排水事業

排水対策特別型（馬場地区）

かんがい排水事業

排水対策特別型（太田地区）

基幹水利施設補修事業

（岩部地区）

基幹水利施設補修事業

（横川地区）

経営体育成基盤整備事業

（石神東部地区）

経営体育成基盤整備事業

（主主岡地区）

経営体育成基盤整備事業

（原町南部地区）

経営体育成基盤整備事業

（上太岡地区）

経営体育成基盤整備事業

（事p釜地区）

ため池等整備事業

（大谷地地区）

ため池等整備事業

（植松地区）

ため池等整備事業

Iため池整備工事］（入道迫地区）

農地等両度利用促進事業

（大谷地区）

基披整備促進事業

（小木迫地区）

かんがい排水事業

排水対策特別型（六十枚地区）

経営体育成基盤整備事業

（渡戸地区）

事業概要

ため池周辺準備

水質保全施設

用水路工 L~500m

排水路工 L=l,200m

排水路工 L=l,767m

ダム1式

ダム1式

区画整理工 A=l38ha

区画整理工 A=49ha

区画整理工 A=204ha

区画整理工 A=68ha

区画整理工 A=60ha

堤体工 L=l40m

堤体工 L戸200m

堤体工 L=l66m

排水路工 L=450m

排水路工 L=l,634m

排水路工 L=l,OOOm

区画整理工 A=28.4ha

特例措置
事業実施筒所 事業主体 事業期間

期間内
所管省庁

の 適 用 事業費

楢葉町 福島県 未定 未定 農林水産省

原町市 福島県 未定 未定 農林水産省

原町市 福島県 未定 未定 農林水産省

原町市 福島県 Hl3～HIS 205 農林水産省

飯舘村 福島県 Hl3～Hl9 311 農林水産省、

原町市 福島県 Hl6～H21 552 農林水産省

原町市 福島県 HS～Hl6 186 農林水産省

原町市 福島県 HI I～Hl7 176 農林水産省

原町市 福島県 Hl2～H21 4,495 農林水産省

原町市 福島県 Hl3～Hl9 1,315 農林水産省

原町市 福島県 未定 未定 農林水産省

原町市 福島県 lll6～H20 150 農林水産省

原町市 福島県 Hl4～Hl7 83 農林水産省

原町市 福島県 未定 未定 農林水産省

原町市 原町市 未定 未定 農林水産省

原町市 原町市 IJ13～H20 102 農林水産省

いわき市 福島県 未定 未定 農林水産省

いわき市 福島県 HI！～H16 40 農林水産省
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番号

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

事業 f,

経営体育成基盤整備事業

（合戸地区）

経常体育成基盤整備事業

（大野第一地区）

経営体育成基盤整備事業

（中塩地区）

経営体育成基盤整備事業

（下高久地区）

ため池等整備事業

［ため池整備工事｝

(jj；年倉地区）

ため池等盤備事業

［ため池整備工事］

（申回地区）

ため池等整備事業

［ため池整備工事1
（一誕森地区）

ため池等整備事業

［用排水施設整備工事］

（塩田地区）

湛水防除事業

（川中子地区）

基盤整備促進事業

（反岡地区）

基盤整備促進事業

（新林地区）

基盤整備促進事業。ii端地区）

基盤整備促進事業

（下小川地区）

ため池等整備事業

Oil排水［土砂崩壊］）

（館ノ沢地区）

ため池等整備事業［ため池整備工事］

（椿j呈第2地区〕

事業概要
特例措置
の 適 用

区画整理工 A=22.0ha

区画整理工 A=37.0ha

別排水路工 L=3,527m

農道改良工 L=385m

用排水路工 L=7,800m

農道改良工 L=3,000m

屍体工 L=71.2m取水施設工式

洪水吐口工一式

堤体工一式

ため池工一式

水路工 L=41lm

排水機場lヶ所

用水路工 L=168m

排水路工 L=460m

排水路工 L=430in

排水路工 L=873m

農道工 L=2,322mW=3.0(4.0)m 

排水路工 L=280m

L=l,116m H=l.2m B-1.4、23m 

堤体工 L=60m

~ 

事業実施箇所 事業主体 事業期間
期間内

所管省庁
事業費

いわき市 福島県 未定 未定 農林水産省

いわき市 福島県 未定 未定 農林水産省

いわき市 福島県 日15～Hl9 59 農林水産省

いわき市 福島県 未定 未定 農林水産省

いわき市 福島県 H14～HI 7 38 農林水産省

いjフきm 福島県 未定 未定 農林水産省

いわき市 福島県 未定 未定 農林水産省

いわき市 福島県 HIS～H19 25 農林水産省

いわき市 福島県 H15～H21 1,024 農林水産省

いわき市 いわき市 H12～H16 B農林水産省

いわき市 いわき市 H12～H16 19 農林水産省

いわき市 いわき市 Hl3～Hl6 ll 農林水産省

いわき市 いわき市 1112～H17 34 農林水産省

楢葉町 福島県 116～t 116 19 農林水産省

富岡町 福島県 未定 未定 農林水産省
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番号

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

← 

事 業 名

ため池等整備事業［ため池整縮ヱ事I
（松沼地区）

経営体育成基盤整備事業

（双葉東部地区）

経営体育成基盤整備事業

（双葉東部第2地区）
経営体育成基盤整備事業

（羽鳥地区）

経営体育成基盤整備事業

（山田地区）

ため池等整備事業［ため池整備工事】

（久保谷地地区）

ため池等整備事業［ため池整備工事】

（西迫地区）

ため池等整備事業［ため池整備工事］

（ヌカリ沢地区）

ため池等盤備事業［ため池整備工事］

（鶴巻地区）

ため池等整備事業［ため池整備工事］

（勝見追地区）

農地等高度利用促進事業

（渋川地区）

農地等両度利用促進事業

（北斗地区）

農地等両度利用促進事業

（沢入地区）

農地等両度利用促進事業

（上迫地区）

農地等高度利用促進事業

（両竹地区）

農地等両度利用促進事業

（西台地区）

経営体育成基盤整備事業

（中浜地区）

経営体育成基盤整備事業

（田尻地区）

事業概要
特例措置
の適用

堤体工 L=140m

区画整理工 A=49ha

区画整理工 A=224ha

区画整理工 A=38ha

区画整理工 A=25ha

堤体工 L=BOm

堤体工 L=46m

堤体工 L=42m

堤体工』63m

堤体工 L=40m

余水吐工 L=40m

用排水路工 L=l,200m

用排水路工 L=900m

用排水路工 L=BOOm

用排水路工 L=500m

排水路工 L=l,450m

排水路工 L=400m

区画整理工 A=45ha

区画整理工 A=85ha

→一」

事業実施箇所 事業主体 事業期間
期間内

所管省庁
事業費

富岡町 福島県 未定 未定 農林水産省

双葉町 福島県 H9～H17 233 農林水産省、

双葉町 福島県 未定 未定 農林水産省、

双葉町 福島県 未定 未定 農林水産省

双葉町 福島県 未定 未定 農林水産省

双葉町 福島県 未定 未定 農林水産省

双葉町 福島県 未定 未定 農林水産省

双葉町 福島県 未定 未定 農林水産省

双葉町 福島県 未定 未定 農林水産省

双葉町 福島県 未定 未定 農林水産省

双葉町 双葉町 未定 未定 農林水産省

双葉町 双葉町 未定 未定 農林水産省

双葉町 双葉町 未定 未定 農林水産省

双葉町 双葉町 未定 未定 農林水産省

浪江町 5青戸川土地 未定 未定 農林水産省
改良区

浪江町 請戸川土地 未定 未定 農林水産省
改良区

浪江町 福島県 未定 未定 農林水産省

浪江町 福島県 未定 来定 農林水産省
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番号 事業名

68 
経営体育成基熔整備事業

（力H倉地区）

69 
地域間水環境整備事業

（大綱前地l買）

70 
経営体育成基盤整備事業

（日立木第3地区）

71 
1甚水防除事業

（相崎第2地区）

72 
r品水防除事業

（人ー戸浜地区）

農村総合整備統合

73 
補助事業（新地地区）

74 
ため池等整備事業［則排水胞設整備工事］

（藤碕地区）

75 
経営体育成基盤整備事業

（八沢地区）

76 
ため池等整備事業【ため池等整備工事］

(il事金沢下地区）

77 
湛水防l除事業

（福浦南部地区）

78 
i!li水防除事業

（塚原第二地区）

79 
基幹水利施設補修事業

（諦戸川地隠）

80 
ため池等整備事業［ため池盤備工事I
（作迫地区）

農村総合整淵i統合補助事業

81 （集落型）

（小高西部地区）

合 計

(2）水産業の振興

干昏号i 事業名

可野川漁港
ll 
地域水産物供給基f盤整備事業

事業概要

用排水路工 L=3,700m

用水路工 L=l,200m

区画整理工 Aニl08ha

排水機場 lヶ所

排水機場 1ヶ所

農道工 L=3,230m集落道路工 L=6,568冊

加排水路工 L=2,715m農業集落排水施設 L=984m

農村公闘整備Iヶ所集落水辺環境裳備 A=20,000nf

景観保全整備1ヶ所

水路工 L=600m

区画整理工 A=270ha

堤体工 L=lOOm

排水機場 1ヶ所

排水機場 1ヶ所

電気防食工事一式

堤体工 L=9m

農道工 L=87lm集落道路工 L=l,308m

営農飲雑用水施設整備 344戸

事業概要

仲防波堤（新設） L=lOOm雨防波堤（改良） L戸IOOm

-2.5m物揚場（新設） L戸127m

特例措置
事業実施筒所

の 適 用

浪江田T

浪江町

相潟市

相馬市

新地町

新地町

新地mr

鹿島町

鹿島町

小両町

小高町

小両町、浪江町

双葉町

小向町

小高町

吉例哩l竺実施筒所

鹿島町

事業主体

福島県

福島県

福島県

福島県

福島県

新i也町

新地問l

福島県

福島県

福島県

福島県

福島県

福島県

ノl、『胃，mr

事業主体

福島県

事業期間

未定

未定

HlO～I 117 

HS～Hl7 

Hl4～H20 

日10～H18

未定

未定

未定

H7～l 117 

1110～Hl9 

Hl5～H20 

未定

H7～H 16 

事業期間

Hl4～H20 

WI間内 所管省庁
事業費

未定 農林水産省

未定 農林水産省

703 農林水産省

238 農林水産省

610 農林水産省

552 農林水産省

未定 農林水産省

未定 農林水産省

未定 農林水産省

104 農林水産省

554 農林水産省

472 農林水産省

未定 農林水産省

143 l長林水産省

（単位，百万円）

期間内 己出 P 出

事業費 J 日ヨ B

1,200 I水産庁
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番号 事 業 名

宮間漁港

2地域水産物供給基盤整備事業

3松川浦漁港
広域漁港~備事業

論戸漁港

広域f帰港整備事業

4 

釣師浜漁港
Si魚港漁場機能高度化事業

四倉I.≪＼港

6漁港環境整備事業

広域漁場整備事業

7 

真野川漁港
8 f魚業集落環境整備事業

,. 合計ふさ•e. <er..，， 一九，'i .. cふ示・＇・

(3）農道、林道及び漁港関連道の整備

番号 事業名

農林漁業用揮発油税

1 財源、身替農道整備事業

（沢先3期）

林道舗装事業
2 （疋明寺線）

事業概要

波除堤（新設） L=95m 

-2,Sm泊地（I)A=4 ,500 n/ 

-2.Sm泊地（2)A=7 ,500 n/ 

-3.0m航路 A=l4,000n/

南防波堤（新設） L=l 70m 

波除堤（新設） L=70m 

許t•防波提（新設） L=lOOm 

係船浮標（新設） N=2基

護岸（新設） L芦57m

ー2.0m物揚場（補修） L=50m 

南防波堤撤去し＝20m

南防波堤（改良） L=305m 

護岸（補修） L=80m 

親水施設（通路）

付帯施設（便所・休憩所・植裁・進入路・連絡橋）

｛更益施設（駐車場）

1双葉地区
魚礁施設 17,356m3 

12－ー扇忌tiii!K－ーーーーー
魚礁施設 15,076m3 

集落道整備、緑地広場整備

' u一.、A 勺二 ミ川一怠ちι M鳥 毛f九. ず

事業概要

農道工 L=l,220m W=4.0(5.0)m 

舗装工 L=l,250mW=4.0m 

... 

特例措置
事業実施箇所 事業主体 事業期間

期間内
所管省庁の 適 用 事業費

富岡町 福島県 日13～H17 175 水産庁

相馬市 栴島県 Hl4～HIS 520 水産庁

書日 浪江町 福島県 Hl4～I-117 546 水産庁

新地町 福島県 HIS～H16 80 水産庁

いわき市 福島県 I-19～H17 148 水産庁

福島県 Hl3～1-119 225 水産庁

浪江町沖
、

，ーー・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・．” ・・・・・・・・．．．．．． ・・・・・・．．．，ーー・・ ・．．．．．．，
福島県 Hl3～H17 106 水産庁

相馬市沖

鹿島町 鹿島町 ll7～1-119 370 水産庁

,,. "i-""'-' ., 三一；：可；•；＂.＇.＇.. ·;•i•c'.':: ぷ1 .,_. 、ぷJ 3,370;,•; 

（単位：百万円）

特例措置
事業実施箇所 事業主体 事業期間

期間内
所管省庁

の 適 用 事業費

浪江町 福島県 1-115～1-119 233 農林水産省

楢葉町 楢葉町 1-115～1 116 20 林野庁
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番号 事業名

3基盤整備促i!t事業

(Jl!liケ崎地区）

4基盤整備促進事業

（深野地区）

5基盤整備促進事業

（大原地区）

広域常農団地農道

6般術事業（いわき地区）

農林漁業JtJ開発油税

7財源身替農道整備事業

（大久地区）

日森林管理道諮備事業

（三流堂線）

林道改良事業

9 （刷合折松線）

林道改良事業
10 

倒立川線）

林道改良事業
11 

（藤ノ木沢線）

林道改良事業
12 

（横川仏具線）

林道改良事業
13 

（曲プナ線）

林道改良事業
11 

（割石大槻線）

林道改良事業
15 （小白}lo大目前線）

16 
林道改良事業

（黒森大r＇、！線）

林道舗装事業
17 (JIJ Iニ線）

18 林道舗装事業
（広町入薮線）

林道舗装事業
19 

（吉沼川部線）

"' 

事業概要
特例措僅

事業実施箇所の 適 用

農道工 L=l,540m 原町市

農道工 L=l,350m 原町市

農道工 L=l,050m 原1wr市

道路工 L=IO,700m W=6.0(8.0)m いわき市

道路工 L=l,750mW=5.5(7.0)m いわき市

開設工 L=l,350mW=4 Om いわき市

舗装工 L=300mW=3.6m いわき市

舗装工 L=478mW=4.0m いわき市

道路工 L=350mW=3.0m いわき市

道路工 L=l,200mW=3.6m いわき市

道路工 L=l,340mW=4.0m いわき市

開設工 L=700mW=4.0m いわき市

開設工 L=300mW=4.0m いわき市

開設工 L=l,440mW=4.0m いわき市

舗装工 L=3,539mW=4.0m いわき市

舗装工 L=4,697mW=4.0m いわき市

舗装工 L=3,330mW=4.0m いわき市

事業主体 事業邦l間
期間内

所管省庁
事業費

l原町市 未定 未定 農林水産省

原町市 1-1 ll.～HIS 43 農林水産省

原町m 未定 未定 農林水産省

福島県 113～1-122 4,317 農林水産省

福島県 119～1 120 469 農林水産省

いわきill IH4～1-117 70 林野庁

いわき市 1-119 10林野庁

いわきill Hl5～1-119 95 林野庁

いわき市 1-119 10 林野庁

いわき市 日16～1118 35 林野庁

いオっき，IT 1116～1-118 56 林野庁

いわき市 1-118 1-119 24 林野庁

しサフき市 十119 10 t本野f'f

いわき市 日16～F119 50 t>l<担fir

いわき市 1114～1-120 95 林野庁

いわき市 HI l～1-119 58 林野庁

いわき市 1-114～1-119 95 林野庁
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番号 事 業 名 事業概要
特例措置

事業実施箇所 事業主体 事業期間
期間内

所管省庁の適用 事業費

20 
基盤整備促進事業 道路工 L=l,500m 富岡町 富岡町土地 未定 未定 農林水産省
（農道岩井戸線） 改良区

21 
基盤整備促進事業 舗装工 L=543mW=3.0(4.0)m 新地町 新地問l 未定 未定 農林水産省
（今泉地区）

22 
基盤整備促進事業 道路工 L=l,800mW~4.0(5.0)m 新地町 新地町 未定 未定 農林水産省
(i有狼沢地区）

23 
広域営農団地農道整備事業 道路工 L=3,163m W=6.0(8.0)m 相馬市 福島県 HlO～I-119 J,612 農林水産省
（相馬2期地区）

F合計勺今、 、 1内噌....• Nてーが ヘ＂ ,.-__, ：一 、一前、二 ぽ旬 、各 7,302・、 一、

(4）地場産業の振興

番号 事業名

I道の駅ならは整備事業

2駅西地区整備事業

心合昔1・

(5）企業の誘致対策

番号l 事業名

双葉地方工業用水道事業

ぎ扉王、＂ .ι～二一〉

事業概要

物産館建設

建築面積A=l,050.5rrl（鉄筋コンタトト造2吟

双葉駅東西自由通路L=50mW=4m 

町民広場 A吋 805nf 

. 下 a回F、’. ·• －‘： 句 ＇…a』 －宅pγ A日＇，v一i ，」、一寸i • 、圃＜－.－品，R当A町，〉』ー' 、』． - : 山d i 、干『‘、，＇山 . 、

事業概要

計画給水量 30,000m3／日

、～J

（単位：百万円）

期間内特例措置
事業実施箇所 事業主体 事業期間 所管省庁の適用 事業費

楢葉町 楢葉町 I-116～Hl8 482 国土交通省
経済産業省

双葉町 双葉町 Hl4～I-118 523 国土交通省

経済産業省
. ' ～ r、1～…ーし，，，／ ...• ' ＇巳ゐ＇・‘ 1.005：、

~{f~jf聞事業割白箇所｜ ：事業主体

広野町、楠葉町，
｜双葉地方

官岡町、大熊町｜水道企業団
双葉町 . 

事業期間

H3～t 119 

（単位・百万円）

期間内川下守口出掛出
事業費けυ 三官 ' 

3,955 I経済産業省

3,955: 

一
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3.生活環境の整備
( 1）簡易水道、下水処理施設等の整備

番号 事 業 名

l宮｜品；）ITTf公共下水道事業（汚水）

2宙開fl庁公共下水道事業（雨水）

3新地lllT公共I、水道事業

4鹿島町公共下水道事業

5双葉町公共下水道事業

日浪江町公共下水道事業

7小両町公共下水道事業

8相馬市公共下水道事業

9広野間］公共下水道事業

10 
J首葉lilf公共－F水道事業

11 
原町市公共下水道事業

いわき市公共下水道事業

12 

13 
農業集務排水統合

補助事業

14 
農業集落胡水資源循環

統合補助事業

15 
農業集落排水資源循環

統合補助事業

16 
農業集落排水統合補助事業

事業概要

計画処理而積A=340ha

処理人口 12,800人計画汚水量 7,600t／日

官｜町川右岸第3排水区

相｜水面積 A=29.3ha

処理而積A=340ha処理汚水景3,700m3／日
処理人口 7,800人

A=200ha管渠施設工事200mmL=2l, 400m 

処理施設汚泥槽li也終沈Ii也電気機械設備

整備面積355ha汚水管整備延長 58,852m

雨水管整備延長 68,IOOm

処理ー面積 620ha処理汚水量 11.ooom'I日
処理人口 17』∞λ
樹首而積 l93ha処理汚水量 2,400m3／日
処理人口 4,300人

整備面積 l,338ha

広野f争化センター及び水処理施設噌設

整備面積北地区 246ha南地区 113ha

整備面積 A=900ha

雨水事業計画面積 9,072ha

汚水事業計画処理人口 284,700人

計画面積 7,647ha

計画汚水量 164,000m"I日

小良ケ浜地区

計画処理人口 2,220人

新地今泉

言｜画処理人口 300人

堆肥供給施設敷地面積＝5,000IT!

汚泥処理量＝l,033t／年製品堆肥量＝960t／年

中央台

計画処理人口 700人

（単位：百万円）

特例措置
事業実施箇所 事業主体 事業期間1

期間内
所管省庁

の i直 !H 事業費

富l岡arr 富岡川 S63～l←123 700 国土交通省

富岡町 富岡町 1116～1 122 430 国土交通省

llr l1由H可 朝日也町 117～H27 3,739 国土交通告、

路島町 鹿島町 H4～H25 2,513 l耳土交通省

双葉町 双葉町 S55～1 125 853 国土交通省

/lli:IT.11 r W!iLITTf S50～I 127 2,980 同士交通省

小両町 小高町 H3～H32 1,030 国土交通省

相馬市 相馬市 S49～H27 3,500 国土交通省

広野町 広野町 1115～1 116 126 悶土交通省

楢葉町 楢葉町 H2～1-132 3,247 11'1土交通省

原町市 原町市 S49～H21 2,363 国土交通省

いわき市 いわき市 S33～1 145 49,679 国土交通省

富岡町 富岡町 H8～HIS 370 農林水産省

新地町 新地町 1-114～1-119 408 農林水産省

鹿島町 鹿島町 未定 未定 農林水産省

大熊町 大熊町 1-112～1 117 618 農林水産省



00 

= 

番号 事 業 名

17 
農業集落排水統合

補助事業

18 
農業集務排水統合

補助事業

19 
原町市上水道事業

双葉地方水道事業
20 

21 
ごみ処理施設整備事業

（リサイクJレプラず胞設整備事業）

22 
一般廃棄物最終処分場

建設事業

23 汚泥再生処理セント整備事業

24 
産業廃棄物処理施設整備事業

25 
ごみ処理施設整備事業

（ヵ＇::1化溶融炉施設整備事業）

26 
小両町合併浄化槽設置

整備事業

27 
楢葉町合｛井静化槽設置

整備事業

28 
いわき市合併処理浄化槽設置

整備事業
J合酢：；，，；， ,, 

(2）生活環境の整備

番号 事 業 名

l曲回土地区画整理事業

2万ケ迫団地公営住宅事業

3鐘突堂団地公営住宅事業

事業概要

磯部

計画処理人口 2,090人

渡辺

計画処理人口 570人

配水管（石綿管）布設替工φ75nu目～φ400mm

L=9,668m 

計画給水量 20,000m3／日

容器包装廃棄物処理 11.5t／日

埋立容量約60,000m3埋立面積 I0,000m3

埋立期間 15年

72kl/日（し尿 25kl/日浄化槽 47kl／日）

埋立容量 250,000m3

90t／日（45t／日×2炉）

補助対象 5入、7入、 10人槽

公共下水道整畑地区以外を対象に補助

合併処理神化槽の設置者等を対象に補助

ハ守 ー～ ＇＇＂＂ザ》＇c}V；・可 一で一竹 ず一一れ今ー、な、iー一一＿，一Lー一品一 ：沼f＂、A乞目白J、f… 

事業概要

施工面積A=48,9ha

公営住宅整備事業（老朽町営住宅の更新及び住環境の整備）

敷地造成 1.69ha住宅解体 llO戸住宅建設 80戸

鐘突堂住宅建設 6F

特例措置
事業実施箇所 事業主体 事業期間

期間内
所管省庁の適用 事業費

相馬市 相馬市 十19～I117 25日 農林水産省

いわき市 いわき市 Hl2～Hl 1 1,246 農林水産省

原町市 原町市 S63～H25 230 厚生労働省

広野町、楢葉町
双道葉地方

H3～H27 8,278 厚生労働省

富岡町、大熊町 水企業団
双葉町

楢葉町 双葉地方広域 H14～1 116 368 環境省
市町村圏組合

未定 双葉地方広域 H15～H19 1.600 環境省
市町村圏組合

未定 双市葉町地村方広域
H17～H21 2,988 環境省

閤組合

大熊町 双葉地方広域 HIS 1,150 環境省
市町村圏組合

未定 双葉地方広域 Hl9～H23 3,545 環境省
市町村圏組合

小向町 小南町 H5～ 189 環境省

楢葉町 構築町 H16～H22 97 環境省

いわき市 いわき市 H6～ 2,170 環境省

' ' 
J札訟比九 、←、‘←ι' 一 J孔 ／＇ 日＇ " 94;735 ' ' 

（単位：百万円）

特例措置
事業実施箇所 事業主体 事業期間

期間内
所管省庁の適用 事業費

富岡町 富岡町 HS～H23 9,117 国土交通省

小高町 小高町 ト115～H25 836 国土交通省

楢葉町 楢葉町 ト117 114 国土'.ii:通省
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番号 司王 業 名

4向ノ内団地、佐野団地、名古谷団地

公営住宅事業

5東ケ丘公闘幣備事業

6いわき公悶整備事業

勿来錦第一

7土地区画整理事業

内郷東部第二

B土地区画整理事業

9 21世紀の森公園推備事業

10 二崎公園整備事業

II 
勿来の閲公｜調整備事業

12 いわき駅周辺地区都市公園

整備事業

13 山口公開整備事業

14 
前悶団地公営住宅事業

15 
大谷地団地公営住宅事業

農村振興総合整備事業

16 
（小池地区）

ルノ合計 - F『F 、～ー－ - r、、‘fh、h 調E、租 -' 

事業概要
特例措置
の適用

町営住宅改修

東ケ丘公園整備 A=l06.lha

いわき公園3富市!ffA=7 l.3ha 

施行面積 64.Zha

施行面積 13.0ha

21世紀の森公園援淵 A=89.2ha

ェ崎公園整備 A=65.6ha

勿来の関公閑整市mA=30.0ha 

小太郎公園整備 A=0.5ha新川東緑地整備 A=l.6ha

新川西緑地整備 A=0.5ha

山口公園整備 A=3.7ha

前回団地 60戸集会所 A""96.6nf

大谷地住宅印戸集会所 A=96.6nf

ほ場整備 A=47ha用排水路工 L=3.9km

農道工 L=3.8km集落道路工 L=0.8km

交流施設lヶ所農業集落排水施設 L=800m

防火水槽2ヶ所コミュニティ施設lヶ所
、一 ‘’、 -一、、V 、習J－戸ん 、 a骨号 -；吋 d〆...－島一℃ ιp

事業実脆筒所 事業主体 事業期間
期間内

所管省庁
事業費

楢葉町 楠葉町 ト115～ト123 90 国土交通省

原町市 福島県 1-15～1-123 4,595 国土交通省

いわき市 偏島県 548～I 117 310 国土交通省

いわき市 いわき市 HS～I 126 7,180 悶土交通省

いわき市 いわき市 119～1 ll8 1,752 国土交通省

いわき市 いわき市 Hl～ l,150 国土交通省

いわき市 いわき市 545～Hl 7 305 国土交通省

いわき市 いわき市 1-11 l～1 122 l,346 悶k交通省

いわき市 いわき市 H12～1122 606 国土交通省、

いわき市 いわき市 1-110～1-117 241 国土交通省

鹿島町 鹿島町 1-117～H22 l,186 国土交通省

鹿島町 鹿島町 1117～1-122 1,596 国土交通省

鹿島町 福島県 1-18～1-116 113 農林水産省

一～一 - ＇宇

一三：F ・-，＿一一 一一。ト ～ 30,567っ
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4. 冨祉と保健・医療の向上及び充宴

番号 事 業 名 事業概要

1社会福祉施設整備事業 ディサービスセンター鉄骨平屋建 A=600n/

介護予防拠点整備事業 独居高齢者の生活支援（共同生活の場の創設）
2 9人＝1ユニット木造平屋建A=270n/×2棟

個室、風呂、トイレ、交流スペース

3社会福祉施設整備事業 双葉町特別養護老人ホ｝ム 89床

4社会福祉施設整備事業 特別養護老人ホーム Iオ＇／7-1レ双葉J増築

社会福祉施設整備事業 養護老人ホームいわき市徳風間

5 鉄筋コンクリート造平屋

A=4, 758.61 rr1 
日社会福祉施設整備事業 鹿島保育所木造平屋建 A=l,300n/

一合計J之、一一，，，，， 司、 1 、J 、 一： に々’円七首…J ム，，，，，，寸ム」ヘ5～～、 ι＂＇込 7込v与え二三＇•＇』ι ー～ー と：＇，.. ーム

（単位・百万円）

特例措置 事業実施箇所 事業主体 事業期間
期間内

所管省庁の適用 事業費

鹿島町 鹿島町 H15～H16 210 厚生労働省

鹿島町 鹿島町 HIS～Hl9 I 110 厚生労働省

双葉町 双葉町 H16～T 117 1,811 厚生労働省

社会福祉法人

浪江町 社会福祉法人 H16～H17 1,293 厚生労働省

博文会

いわき市 いわき市 H15～ト116 1,494 厚生労働省

鹿島町 鹿島町 ト115～Hl7 381 厚生労働省

、y 〕ct,.. ,cムv三＇也 一二 ζιた弓 ' ＇ヴ，，守 王一 吋ふっf': .5,332 ｝日
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5.防災及び県土の保全に係る施設の整備
( 1）消防救急施設

番号 :)Jf. 業 名 事業概要

消防ー防災施設等愁iln＼事業 消防防災テγヲル無線通信施設（同報系）整備

1 親局（役場、 ii!l防出張所）中継局 1局

子局（屋外18局、個別受信機453戸）

2消防防災施設等整備事業 消防ポンプ自動車CDーI型 1台

（消防団車両）

3消防防災施設等整市Ill事業 小型動力ポンプ付積載車B3級 2台

耐震性貯水槽 100m3型 3基

4消防防災施設等整備事業 有葉防火水槽H型 4基

5消防防災施設等整備事業 消防防災テγヲル無線通信胞設（I司報系）整備

新局整備一式、中継局設置、屋外局20基

日消防防災施設等整備事業 消防ポンプ自動車CD-I型 2台

（消防団車両）

7消防防災施設等整備事業 水槽付消防ホ．ンフ・自動車 I B型（l,500m3)l台

消防防災施設等控備事業 高規格救急自動車 4台

水槽付消防ポンア自動車 I A型 2台
8 

消防ポンプ自動車CD I型 2台

救助工作車E型 2台

防災安全施設整備事業 小消型防ホ動シ力プポ自ン動プB車~~級ー~型台 l台（消紡回車両）

9 
動力ホ．ン7•積載車（It) 11台

小型動力ホ．ン7・付積載車B3級（lt)12台

10 
消防防災施設等整備事業 防災無線器購入

ハンディ無線機 23台個別受信機 230台

消防防災施設等整備事業 消防ホ．ン7•自動車CD I型 2台

11 水槽付消防ポンプ自動車I A型 1台

（消防団車両）

12 消防防災施設等整備事業 防災行政無線施設

固定系屋外拡声子局 55ヶ所

13 消防防災施設等整備事業 救助工作車E型 l台

（単位．百万円）

特例措置
事業実地箇所 事業主体 事業期間

JDJlltt内
所管省庁

の 適 用 事業費

葛J忌村 葛尾村 1121.～H22 116 消防庁。
。葛尾村 葛尾村 1121 17 消防庁

鹿島町 鹿島町 Hl7～Hl9 59 消防庁

。双葉町 双葉町 1116～H22 l日 消防庁

。川内村 川内村 1116～l 117 230 消防庁

。川内村 川内村 H21～H22 24 消防庁

。川内村 川内村 H22 30 消防庁

Hl6～H22 350 消防庁。原町市、相馬市
相馬地方広域

新地町、鹿島町
市町村圏組合

小高町、飯舘村

。小高町 小高町 1115～I 127 58 消防庁

小高町 小高町 1-115～H27 24 消防庁

原町市 原町市 J-118Jl21,112 50 消防庁。
。原町市 原町市 Hl7 111 消防庁

いわき市 いわき市 十118 48 消紡庁
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番号 事 業 名

消防防災施設等整備事業

14 

消防防災施設等整備事業
15 

消防防災施設等整備事業
16 

消防防災施設等整備事業

17 

消防防災施設等整備事業

18 

19 
消防防災施設等整備事業

消防防災施設等整備事業

20 

21 
消防防災施設等整備事業

22 
消防防災施設等整備事業

消防防災設備整備事業

23 

？合言士山百三戸；去三三：二、ぷ

事業概要

消防ポンプ自動車CDー I型

消防ポンプ自動車CD-II型

水槽付消防ポンプ自動車 I-A型

はしこー付消防ポンプ自動車30m級

はしこ’付消防ポンプ自動車40m級

高規格救急自動車

耐震性貯水槽

無蓋防火水槽
（小計）

高規格救急自動車 6台

消防ポンプ自動車CD I型 5台（消防団車両）

広報等車両 5台

庁舎増改築

高機能消防指令セント(I型）

消防無線のデグ91v・化

防災行政無線固定系更新、固定系

（デシ・9ル・7ナロター）新設、移動系更新
防災行政無線システム機器更新

水槽付消防ポンプ自動車I-A型

救助工作車E型
電源照明車

泡放射砲車

災害対応多目的車

防火広報車

高規格救急自動車

救急自動車2B型

（小計）
fいJψ.＇九' uぷ

特例措置
事業実施箇所 事業主体 事業期間

期間内
所管省庁の適用 事業費

11台 いわき市 いわき市 Hl6～H22 967 消防庁

2台

2台 。
2台

l台

4台

12基 いわき市 いわき市 Hl6～ト122 428 消防庁

41基

53基

。楢葉町、寓岡町
双葉地方広域

Hl6～H21 222 消防庁
川内村、浪江町

市町村圏組合
葛尾村

。楢川葉内町、富岡町 双葉地方広域
1118～1 122 127 消防庁

J 村、浪江町
市町村圏組合

葛尾村

楢葉町、富岡町
双葉地方広域

Hl7～H21 19 消防庁
川内村、浪江町

市町村圏組合
葛尾村

浪江町 双葉地方広域 ト122 450 消防庁
市町村国組合

楢葉内町、富岡町 双葉地方広域
日22 100 消防斤

川l 村、浪江町 市町村圏組合
葛尾村

。浪江町 浪江町 ト117 283 消防庁

楢葉町 構葉町 H19 140 消防庁

経済産業省

l台 いわき市 いわき市 Hl6～ll22 287 消防庁

1台 経済産業省
l台

l台

1台

l台

5台

3台

14台
ι 玖折）、 c仏～ 己ι主 F』令、z穴平、、R ー$ 『ーt『民J』hJ’； .－叫v 手町『

4』＼ず’..、＇昔前 凋九一.； 可 3 ん A"1t:>尻 、
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(2）治山治水対策

番号 事 業 名

l ~Jilll川水系河川改修事業

2 J!I;野川水系河川改修事業

3 J也j蔵川水系河川改修事業

4木戸川水系河川改修事業

5宮田川河川改修事業

6梅川河川改修事業

7宇多川水系河川改修事業

日新田川河川改修事業

9下回川河川改修事業

10 
木崎海岸高槻l対策事業

11 
渋佐萱浜海岸I司潮対策事業

12 
小沢海岸高潮対策事業

13 
諦戸海岸両潮対策事業

14 
毛賀IL、浜海岸両潮対策事業

15 
夏井川河川改修事業

16 
藤原川河川改修事業

17 
鮫川河川改修事業

事業概要

L 16, 555m 

L-15, 200m 

L=6, 400m 

L=4, 500m 

L=3, 400m 

L=4, 530m 

L=l, 080m 

河川改修 L~l,OOOm

河川改修 L=l,059.4m

緩傾斜堤 L=l76m 

人工リーフ L=600m 

緩傾斜堤 L-270m 

人工リーフ L=250m 

緩傾斜堤 L 59m 

人工リーフ L=300m 

緩傾斜堤 L=l, 660m 

人工リーフ L=376m 突堤 L=500m

自信岸堤 L=450m 

人工リーフ L=700m 

L=24,833m 

L=l0,395m 

L l0,743m 

（単位百万円）

特例措置
事業実施箇所 事業主体 事業期間

期間内
所管省庁

の 適 用 事業費

原町市 福島県 S28～I-130 l,695 国土交通省

鹿島町 福島県 S38～I-133 120 国土交通省

相馬市 福島県 S12～I-125 785 国土交通省

新地田f

川内村 福島県 S53～I-123 400 国土交通省

小高町 福島県 S58～HIS 731 国土交通省

相馬市 福島県 HI～I-!27 150 国土交通省

相馬市 福島県 1-113～I-!17 250 国土交通省

いわき市 いわき市 H6～H2l 377 国土交通省

いわき市 いわき市 114～H20 194 国土交通省

新地町 福島県 HI l～l-121 l,570 国土交通省

原町市 福島県 S50～E 116 190 国土交通省

原町市 福島県 H4～I-!16 120 国土交通省

浪江町 福島県 Hl～1-122 668 国土交通省

富岡町 福島県 S52～1-120 911 国七交通省

いわき市 福島県 S54～1-127 l,670 国j交通省

いわき市 福島県 S39～E 126 803 国土交通省

いわき市 福島県 S5l～H28 l,290 国土交通告、
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番号

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

事 業 名

湯本川河川改修事業

関田海岸高潮対策事業

木戸ダム建設事業

町分沢砂防事業

竹の花沢砂防事業

須萱沢砂防事業

立石急傾斜地崩壊対策事業

前日向急傾斜地崩壊対策事業

桐ノ木沢砂防事業

鍛冶内沢砂防事業

松木平沢砂防事業

本町沢砂防事業

中舘沢砂防事業

柳町沢砂防事業

久作川砂防事業

大利地すべり対策事業

鬼ケ沢地すべり対策事業

事業概要

L=2,550m 

施工延長 L=l,OOOm 

人工リーフ工 L=l,OOOm 

木戸ダム建設

型式：重力式コンクリ｝トダム

堤高：93.5m 堤頂長田350.Om 

堤体積・504,000m3 

砂防えん堤 N=l基

砂防えん堤 N=l基

砂防えん堤 N=l基

井桁擁壁工等

張コンクリート工等

砂防えん堤 N=l基

砂防えん堤 N=l基

砂防えん堤、 N=2基

砂防えん堤 N=It圭

砂防えん堤 N=l基

砂防えん提 N 1基

砂防えん堤 N=l基

集水井等

集水井等

特例措置
事業実施箇所 事業主体 事業期間

期間内
所管省庁

の適用 事業費

いわき市 福島県 H14～H18 6,800 国土交通省

いわき市 福島県 1-113～Hl9 ' 2,353 国土交通省

楢葉町 福島県 S58～H19 17 ,092 国土交通告、

川内村 福島県 H13～J-117 56 国土交通省

鹿島町 福島県 1-114～HIS H5 国土交通省

相馬市 福島県 I-115～H18 180 国土交通省

楢葉町 福島県 I-!12～1-116 37 国土交通省、

中日馬市 福島県 H13～I-!16 22 国土交通省

いわき市 福島県 I-112～H17 86 国土交通省

いわき市 福島県 1-112～1-117 94 国土交通省、

いわき市 福島県 1-112～1-118 240 国土交通省

いわき市 福島県 1-113～1-116 101 国土交通省

いわき市 福島県 Hl3～1-117 36 国士交通省

いわき市 福島県 1-112～1-117 72 国土交通省

いわき市 福島県 1-!13～1-118 145 国土交通省

いわき市 福島県 S34～H16 110 国土突通省

いわき市 福島県 Hl3～H17 110 国土交通省
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番目ー

35 

36 

37 

38 

39 

40 

11 

12 

13 

44 

15 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

事 業 名

峰根I也すべり対策事業

志津Hま急傾斜地崩線対策事業

風越急傾斜地崩壊対策事業

凹llflll］急傾斜地崩壊対策事業

Fノ前急傾斜地崩壊対策事業

江越急傾斜地崩壊対策事業

入山急傾斜地崩壊対策事業

板木沢急傾斜地崩壊対策事業

別所急傾斜地崩壊対策事業

天王崎急傾斜地崩壊対策事業

走~j3サ急傾斜地崩嬢対策事業

釣師浜漁港

海岸保全施設繋備事業（侵食対策）

豊間漁港

海岸保全施設整備事業（侵食対策）

真由1川漁港

海岸保全胞設整備事業（局部改良）

真野川漁港

海岸環境整備事業

海岸保全施設整備事業

（高潮対策）（北海老地区）

海岸保全施設整備事業

（侵食対策）（繁岡第二地区）

海岸保全施設整備事業

（侵食対策）（磯部地区）

事業概要

集水井等

現場打法枠工等

特殊法枠工等

現場打法枠工等

補強土工等

特殊法枠工等

もたれ擁壁工等

特殊法枠工等

特殊法枠工等

特殊法枠工等

特殊法枠工

人工リー7 L=237m 

緩傾斜諮岸 L=430m

人工ト7 L=300m 

堤防改良 L=320m

遊歩道 A=600nl植栽 A=l,800n／付帯施設1式

多目的広場A=4,900nl人工ト7L=30m 

消波工 L=l,242m離岸堤 10基
防潮樋M一式潮止樋門 3基
消波堤 L=l,453m

消波堤 L=2,423m

特例措置
事業実施筒所 事業主体 事業期間

期間内
所管省庁

の 適 用 事業費

いわき市 福島県 1-114～1-117 46 国土交通省

いわき市 福島県 H9～I-116 43 同土交通省

いわき市 福島県 Hl2～I-116 30 国土交通省

いわき市 福島県 Hl2～I-116 35 国土交通省

いわきill 福島県 I 113～1120 209 国土交通省

いわき市 福島県 I-!13～1!20 113 国土交通省

し、わき市 福島県 1113～I-! 18 60 国土交通省

いわき市 福島県 1-ll 4～1-ll 7 85 国土交通告、

いわき市 福島県 I-111～I-121 396 国土交通省

いわき市 福島県 1-115～I-122 270 国土交通省

いわき市 福島県 I-Jl5～1-118 75 国土交通省

新l也町 福島県 HS～H21 1,175 水産庁

いわき市 福島県 II 16～1-123 750 水産庁

鹿島町 福島県 I 115～1 117 105 水産庁

鹿島町 福島県 H5～1-117 153 水産H'

鹿島町 福島県 116～1 127 1,010 農林水産省

楢葉町 福島県 S54～I-127 290 農林水産省

相馬市 福島県 S55～1-127 210 農林水産省



番号 事 業 名 事業概要
特例措置

事業実施箇所 事業主体 事業期間
期間内

所管省庁
の 適 用 事業費

53 
海岸保全施設整備事業 消波堤 L;700m 相馬市 福島県 1-11～H22 1,058 農林水産省

（侵食対策）（古磯部地区）

54 
海岸環境整備事業 緩傾斜堤 L;785m離岸堤 6基 広野町 福島県 863.～H23 154 農林水産省

（浅見川地区）

55 
海岸環境整備事業 緩傾斜堤 L;300m離岸堤 7基 小高町 福島県 H3～H27 555 農林水産省

（村上地区）

56 
復旧治山事業 山腹工A;2,6ha いわき市 福島県 f-114～ 未定 林野庁

（塩民）

57 
復旧治山事業 山腹工A;0,3ha いわきrj; 福島県 Hl5～ 未定 林野庁

（八合）

58 
復旧治山事業 渓問工谷止工4基 いわき市 福島県 Hl5～ 未定 林野庁

（大滝前）

= 
－‘a 

59 
復旧治山事業 渓間工谷止工 6基 いわき市 福島県 H14～ 未定 林野庁

（内畑）

60 
地すべり防止事業 山腹工A;7,5ha いわき市 福島県 1113～ 未定 林野庁

（品目谷）

61 
保安林保育事業 保育事業 A;BOOha いわき市 福島県 Hl5～ 未定 林野庁

（赤升外）

62 
保安林改良事業 改植A;50ha いわき市 福島県 f-19～ 未定 林野庁

（寺ノ作外） 本数調整伐A;250ha

63 
海岸防災林造成事業 根回工 L;600m いわき市 福島県 日15～ 未定 林野庁

（金ヶ沢南）

64 
山地治ill事業 谷止工B基床固工 l基 原町市 福島県 Hl3～ 未定 林野庁

（明星入地区） 流路工 L;90m

65 
山地治山事業 谷止工 5基 相馬市 福島県 H13～ 米定 林野庁

（白谷地区）

66 
山地治山事業 谷止工 8基 鹿島町 福島県 Hll～ 未定 林野庁

（釜灰地区）

67 
山地治山事業 谷止工 4基 飯舘村 福島県 1-115～ 未定 林野庁

（滑地区）

68 
山地治山事業 谷止工 3基 富岡町 福島県 1-111～ 未定 林野庁

（大木戸川原地区）

一合計 .・ にい〉山 f 、 、市ごう｝＇ ：斗 ・' ;'.c(¥b刊 J モー ν，，」e三ダカ：：：；＂＇ 三台ど三二＇＇うい•＇三ハミド〆t ' : . "' " :46,425 
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6.教育及び科学技術の振興
(1)公立小中学校等教育施設の整備

帯号 事 業 名

葛j己中学校

I大規模改造事業

2八沢小学校校舎改築

事業

3八沢小学校屋内運動場

改築事業

4上真野小学校屋内運動場

改築事業

5双葉中学校j地震補強事業

6双紫北小学校地震補強事業

7双葉南小学校地震補強事業

日大野小学校耐震補強事業

9 i.良江小学校地震補強事業

第2期了見Z

10 
浪江東中学校地震補強事業

ll 
:I.Ii野小学校地震補強事業

12 
金房小学校地震補強事業

13 
福浦小学校地震布Ii強事業

14 
小両中学校校舎新築事業

15 
向陽中学校屋内運動場

改築事業

16 
楢業中学校改築事業

事業概要

葛尾中学校 A=814rrl

屋上防水仕様を屋根仕様に補強転換

外部・内部改造等

鉄筋コンクリート2FA=l,800nf 

鉄筋コンクリート A=900rrl

鉄筋コンクリート A=900nl

経年による機能低下に対する地震補強

経年による機能低下に対する地震補強

地震補強

耐震診断、耐震補強工事

南ブロック l,7!9rrl（鉄筋コンクトト3F)

西棟 988rrl （鉄筋コンクリート2F)

1-1糠 l,33ln／（鉄筋コンクリート3F)

1-2棟 l,522 rrl （鉄筋コンクHート3F)

1棟 l,384 rrl （鉄筋コン州卜3F)

3棟 l,60lrrl（鉄筋コンクトト3F)

金男小学校 A=2,237rrl

柱、壁、梁の耐震補強

福浦小学校 A=2,980nl

柱、壁、梁の耐震補強

A=6,06l rrl 

屋内運動場 A=l,300rrl(RC2F)

校舎 RC2F5,000rrl 

体育館 RCl,300rrl 

（単位ー百万円）

特例措置
事業実施箇所 事業主体 事業期間

期間内
所管省庁

の 適 用 事業費

葛尾村 葛尾村 1111 70 文部科学省

。鹿島町 鹿島町 Hl4～H!6 128 文部科学省

。鹿島町 鹿島町 H18～Hl9 255 文部科学省

。鹿島町 鹿島町 1119～1 120 255 文書II科学省

。双葉町 双柴町 Hl5～t 116 116 文部科学省

。双葉町 双葉町 HI日～Hl9 193 文部科学省

。双葉町 双葉町 1120 57 文部科学省

。大熊町 大熊町 Hl5～Hl7 80 文部科学省

。浪江抑］ 浪江町 Hl4～1-116 205 文部科学省

。浪江町 浪江町 1118 118 文部科学省

。浪江町 浪江町 Hl8～t 120 200 文部科学省

。1J、両mr 小高町 Hl8～Hl9 121 文部科学省

。小高町 小高町 lll7～1 118 161 文部科学省

。小両町 小両町 1120～I ・121 1,435 文部科学省

。相馬市 相馬市 Hl5～Hl7 365 文部科学省

。楢葉町 楢葉町 1-122～1-123 2,500 文書店科学省
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f寄号 事 業 名 事業概要

憎葉北小学校校内LAN 校内無線LANサーハ」等機器等整備
17 

整備事業

原町第一中学校耐震 校舎A=4,922nf 
18 

改修事業 耐震補強工事他

原町第一小学校耐震 校舎A=6,013nf
19 

改修事業 耐震補強工事他

20 
原町第一小学校屋内運動場 屋内運動場 A=!,258ni

改築事業

植田小学校校舎 噌築校舎 A~799ni

21 
改築事業、地震補強・ 危険改築校舎 A=l,028nf

大規模改造事業 不適格改築校舎 A=586nf

地震補強・大規模改造校舎 A=3,380ni

22 
都問中学校屋内運動場 i曽築屋体 A=479nf

改築事業 不適格改築屋体A=659nf

23 
平第一小学校校舎 不適格改築校舎 A=4,740ni

改築事業

豊岡小学校屋内運動場 増築屋体 A=200nf
24 

改築事業 不適格改築屋体A=7!9nf

勿来第一中学校校舎 地震補強校舎 A=3,108nf

25 地震補強事業

26 
草野小学校屋内運動場 増築屋体A=l62ni

改築事業 不適格改築屋体A=757nf

27 
富岡2中運動場改修事業 運動場改修 A=l4,500nf

28 
福田小学校改築事業 校舎改築 A=3,210ni

…合計 ヘ＜＇三品～＂ F い.＇・－《 ~：＞•·三だ、よ、
巴民 事＂・
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(2）集会施設、体育施設、社会教育施設等の整備

番号 事 業 名 事業概要

1社会教育施設整備事業 公民館・体育館の改修

2社会教育施設整備事業 公民館新築（新山地区 A=280nf住宅団地内

A=210nf) 

特例措置
事業実施箇所 事業主体 事業期間

期間内
所管省庁

の適用 事業費

櫛葉町 楢葉町 1-116 6文部科学省

。原町市 原町市 Hl7 297 文部科学省

。原町市 原町市 HIS 330 文部科学省

。原町市 原町市 1-119 328 文部科学省

いわき市 いわき市 Hl3～H16 428 文部科学省

。
／ 、

。いわき市 いわき市 1-115～Hl6 389 文部科学省

。いわき市 いわき市 Hl6～Hl8 1,662 文部科学省

。いわき市 いわき市 1116～HI 7 376 文部科学省

いわき市 いわき市 H16～J-118 739 文部科学省。
。いわき市 いわき市 日17～HIS 494 文部科学省

富岡町 富岡町 円16～H17 70 文部科学省

経済産業省

。新地町 新地11庁 H21～H22 940 文部科学省

’ 之、 三、－－－－＂＇＂・－丈. '-J2;618ギう、

（単位：百万円）

特例措置
事業実施箇所 事業主体 事業期間

期間内
所管省庁

の 適 用 事業費

双葉町 双葉町 HIS～Hl9 210 文部科学省

経済産業省、

双葉町 双葉町 1-115～Hl9 75 文書店科学省

経済産業省



番号 事 業 名 事業概要
特例措置

事業実施筒所 事業主体 事業期間
WI附JI村

所管省庁
の 適 用 事業費

3双葉総合公園整備事業 双葉総合公園整備 A=34.6hn 双葉町 双葉町 H5～f-122 3,952 国士交通省

4新地町総合公園整備事業 新j也町総合公園整備 A~l5.8ha 新地町 新J也町 H8～Hl7 260 国土交通省

合計
一...... 、.，
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7.その他、立地地域の振興に し必要な事項 （単位百万円）

番号 事 業 名 事業概要
特例措置

事業実施箇所 事業主体 事業期間
期間内

所管省庁
の 適 用 事業費

1木戸ダム周辺環境整備事業 木戸川渓谷遊歩道整備 楢葉町 楢葉町 Hl4～Hl9 409 国土交通省

L=l, 600m W=l 5111 経済産業省

2海浜公閑整備事業 パンガロー建築 双葉町 双葉町 Hl2～HI 7 95 国土交通省

~t車場、公園等整書簡 経済産業省
合計 , R ’－唱ぜ 4 ・i 、見『〉、Y , , , 6』 、、y、J aごv , : ., 晶／一T ’品』’『·•， a今 丸〆’， .『一、、 V : 、屯 9 丸、r、ー一i ＇一, ーA屯晶『：『i •• : 『, 句 一 →.， ...ヤごーい 倍、 504 
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