
福島県企画調整課

平成23年 ６月18日 【国】 第10回東日本大震災復興構想会議の開催

・原子力災害による被災地域の再生に関する特別立法について 

６月25日 【国】 第12回東日本大震災復興構想会議の開催

・復興への提言～悲惨のなかの希望～

７月29日 【国】 東日本大震災からの復興の基本方針の東日本大震災復興対策本部決定

８月11日 【国】 東日本大震災からの復興の基本方針（改定）の東日本大震災復興対策本部決定

８月19日 【県】 第５回福島県東日本大震災復旧・復興本部会議の開催

・原子力災害による被災地域の再生に関する特別法について

８月27日 【国】 第１回福島復興再生協議会の開催

12月10日 【国】 福島の復興再生のための特別法案の提示

【国】 平成24年度税制改正大綱の閣議決定

・復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度

・復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の税額控除制度

・復興産業集積区域において開発研究用資産を取得した場合の特別償却制度等

・再投資等準備金制度

・再投資設備等を取得した場合の特別償却制度

・避難解除区域において機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度の創設

・避難解除区域において被災雇用者等を雇用した場合の税額控除制度の創設

12月28日 【県】 第７回福島県東日本大震災復旧・復興本部会議の開催

・福島の復興再生のための特別法案

平成24年 １月８日 【国】 第３回原子力災害からの福島復興再生協議会の開催

・福島復興再生の特別法案の検討状況について

１月23日 【国】 第12回東日本大震災復興対策本部会合の開催

・福島復興再生特別措置法案（仮称）の検討状況について

２月10日 【国】 福島復興再生特別措置法案の閣議決定

【国】 復興庁設置法施行、復興庁発足

３月26日 【県】 第８回福島県東日本大震災復旧・復興本部会議の開催

・福島復興再生特別措置法案について

３月30日 【国】 福島復興再生特別措置法の成立（平成24年法律第25号）

３月31日 【国】 福島復興再生特別措置法の公布、施行

７月13日 【国】 福島復興再生基本方針の閣議決定

９月７日 【国】 平成25年度復興庁税制改正要望

福島復興再生特別措置法改正等の経緯
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平成25年 １月29日 【国】 平成25年度税制改正大綱の閣議決定

・避難解除区域等に係る特例措置の新規事業者への適用

・避難解除区域に係る特例措置の避難指示解除準備区域への拡大

２月14日 【国】 第４回原子力災害からの福島復興再生協議会幹事会の開催

・避難解除区域に係る税制の特例措置の避難指示解除準備区域等への拡大

・避難解除区域等における新規立地促進のための特例措置

・福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案について

２月15日 【国】 福島復興再生総括本部第１回会合の開催

２月17日 【国】 第７回原子力災害からの福島復興再生協議会の開催

原子力被災自治体、福島県と国との意見交換会の開催

・福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案について

・避難解除区域に係る税制の特例措置の避難指示解除準備区域等への拡大

・避難解除区域等における新規立地促進のための特例措置

３月７日 【国】 第７回復興推進会議の開催

３月８日 【国】 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案の閣議決定

３月11日 【県】 「避難解除等区域復興再生計画（案）に対する意見」の提出

３月19日 【国】 避難解除等区域復興再生計画の決定

３月25日 【県】 第２回新生ふくしま復興推進本部会議の開催

・産業復興再生計画（案）及び重点推進計画（案）の決定

３月26日 【国】 復興推進委員会（第８回）の開催

４月26日 【国】 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の成立（平成25年法律第12号）

・長期避難者の生活拠点の形成（生活拠点形成交付金）

・公共インフラの復興・再生（国による公共事業の代行対象区域の拡充）

・課税の特例等による企業立地の更なる促進（新規事業者を対象に追加等）

【国】 重点推進計画の認定

５月10日 【国】 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の公布、施行

５月28日 【国】 産業復興再生計画の認定

６月10日 【県】 第６回新生ふくしま復興推進本部会議の開催

・企業立地促進計画について

【県】 企業立地促進計画の提出

８月８日 【県】 企業立地促進計画の変更
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平成26年 ３月26日 【県】 第19回新生ふくしま復興推進本部会議

・産業復興再生計画・重点推進計画等の進捗状況について

６月９日 【県】 第22回新生ふくしま復興推進本部会議の開催

・避難解除等区域復興再生計画改定案に対する県知事意見について

６月20日 【国】 避難解除等区域復興再生計画の改定

６月27日 【県】 第24回新生ふくしま復興推進本部会議の開催

・避難解除等区域復興再生計画について

８月29日 【国】 平成27年度復興庁税制改正要望

11月17日 【県】 第29回新生ふくしま復興推進本部会議の開催

・復興再生に向けて必要な新たな特別措置について

11月27日 【県】 福島復興再生特別措置法改正の緊急要望の実施

平成27年 １月14日 【国】 平成27年度税制改正大綱の閣議決定

・「福島再開投資等準備金」制度の創設

・「一団地の福島復興再生拠点市街地形成施設」（仮称）の整備のために土地を譲渡した
　場合等を譲渡所得の特別控除等の適用対象に追加

２月１日 【国】 第10回原子力災害からの福島復興再生協議会の開催

・福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案関係資料

２月17日 【国】 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案の閣議決定

３月10日 【国】 第12回復興推進会議の開催

・福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案の概要

４月24日 【国】 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の成立（平成27年法律第20号）

・一団地の復興再生拠点整備制度の創設

・帰還環境整備交付金の創設

・事業再開を支援するための課税の特例（福島再開投資等準備金）

５月７日 【国】 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の公布、施行

10月30日 【県】 企業立地促進計画の変更

平成28年 ８月31日 【国】 平成29年度復興庁税制改正要望

12月５日 【県】 第60回新生ふくしま復興推進本部会議の開催

【県】 福島復興再生特別措置法改正の緊急要望の実施

12月20日 【国】 原子力災害からの福島復興の加速のための基本指針の閣議決定

12月22日 【国】 平成29年度税制改正大綱の閣議決定

・避難解除区域等に係る特例措置の帰還困難区域内に設定される復興拠点への拡大
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平成29年 １月28日 【国】 第14回原子力災害からの福島復興再生協議会の開催

・福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案

２月10日 【国】 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案の閣議決定

３月10日 【国】 第18回復興推進会議の開催

・福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案（概要）

５月12日 【国】 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の成立（平成29年法律第32号）

・特定復興再生拠点区域の復興及び再生を推進するための計画制度の創設

・官民合同チームの体制強化

・「福島イノベーション・コースト構想」推進の法定化

・風評被害払拭への対応

５月19日 【国】 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の公布、施行

６月19日 【県】 第70回新生ふくしま復興推進本部会議の開催

・福島復興再生基本方針（案）について

６月30日 【国】 福島復興再生基本方針（改定）の閣議決定

８月４日 【県】 第71回新生ふくしま復興推進本部会議の開催

・福島県復興計画（第３次）別冊（平成29年度版）について

９月15日 【県】 企業立地促進計画の変更

平成30年 ３月28日 【県】 第79回新生ふくしま復興推進本部会議の開催

・福島復興再生特別措置法「重点推進計画（案）」について

４月25日 【国】 重点推進計画の認定

８月31日 【国】 平成31年度復興庁税制改正要望

12月21日 【国】 平成31年度復興庁税制改正の閣議決定

・避難解除区域等における被災事業者の事業再開及び新規事業者の立地促進に対する
　特例措置の適用期間を避難指示解除後７年まで延長

・公共施設の整備等のために帰還環境整備推進法人に土地等を譲渡した場合等の特例
　措置の創設

平成31年 ４月１日 【県】 重点推進計画の軽微な変更

令和元年 ８月８日 【国】 第19回原子力災害からの福島復興再生協議会の開催

８月30日 【国】 令和２年度復興庁税制改正要望

11月７日 【県】 ふくしまの復興・創生に向けた緊急要望の実施

12月20日 【国】 令和２年度税制改正大綱の閣議決定

・福島イノベーション・コースト構想の推進及び風評対策に係る課税の特例

・帰還環境整備推進法人に対して土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の
　３年延長

【国】 「復興・創生期間」後の東日本大震災からの復興の基本方針の閣議決定
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令和２年 ２月24日 【国】 第20回原子力災害からの福島復興再生協議会の開催

３月３日 【国】 復興庁設置法等の一部を改正する法律案の閣議決定

３月24日 【県】 第95回新生ふくしま復興推進本部会議の開催

・福島復興再生特別措置法「重点推進計画（案）」について

５月１日 【国】 重点推進計画の変更の認定

６月５日 【国】 復興庁設置法等の一部を改正する法律の成立（令和２年法律第46号）

・帰還促進に加え、移住等の促進

・営農再開の加速化

・福島イノベーション・コースト構想の推進を軸とした産業集積の促進

・風評被害への対応

・福島県が福島復興再生計画を作成し、国の認定を受ける制度の創設

６月12日 【国】 復興庁設置法等の一部を改正する法律の公布、一部施行

６月24日 【県】 ふくしまの復興・創生に向けた提案・要望の実施

７月17日 【国】 「令和３年度以降の復興の取組について」の復興推進会議決定

８月30日 【国】 第21回原子力災害からの福島復興再生協議会の開催

９月30日 【国】 令和３年度復興庁税制改正要望

11月11日 【県】 ふくしまの復興・創生に向けた緊急要望の実施

12月21日 【国】 令和３年度税制改正大綱の閣議決定

・福島イノベーション・コースト構想の推進に係る特例措置の創設

・福島における特定風評被害による経営への影響に対処するための特定事業活動に係る
　特例措置の創設

・福島復興再生特別措置法による被災12市町村における農地の利用集積等の促進のため
　の税制上の所要の措置の創設

・帰還環境整備推進法人に土地等を譲渡した場合の特例措置の拡充
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令和３年 ２月21日 【国】 第22回原子力災害からの福島復興再生協議会の開催

３月１日 【県】 第101回新生ふくしま復興推進本部会議の開催

・福島復興再生特別措置法「福島復興再生計画（案）」について

３月９日 【国】 「第２期復興・創生期間」以降における東日本大震災からの復興の基本方針の閣議決定

３月18日 【県】 第102回新生ふくしま復興推進本部会議の開催

・福島復興再生基本方針（案）について

３月26日 【国】 福島復興再生基本方針（改定）の閣議決定

３月29日 【県】 第103回新生ふくしま復興推進本部会議の開催

・福島復興再生特別措置法「福島復興再生計画（案）」について

４月１日 【県】 福島復興再生計画の認定申請

４月９日 【国】 福島復興再生計画の認定

４月20日 【県】 第105回新生ふくしま復興推進本部会議の開催

・福島復興再生特別措置法に基づく税制に関する計画について

【県】 企業立地促進計画の変更

特定事業活動振興計画の作成

新産業創出等推進事業促進計画の作成

８月５日 【国】 第23回原子力災害からの福島復興再生協議会の開催

８月31日 【国】 令和４年度復興庁税制改正要望

12月24日 【国】 令和４年度税制改正大綱の閣議決定

・帰還環境整備推進法人に対して土地等を譲渡した場合等の特例措置の３年延長

令和４年 ２月８日 【国】 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案の閣議決定

２月12日 【国】 第24回原子力災害からの福島復興再生協議会の開催

４月15日 【県】 第113回新生ふくしま復興推進本部会議の開催

・福島復興再生計画に基づく取組実績等について

５月20日 【国】 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の成立（令和４年法律第54号）

・新産業創出等研究開発基本計画の策定

・福島国際研究教育機構の設立

５月27日 【国】 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の公布

６月17日 【国】 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の施行

８月18日 【県】 第116回新生ふくしま復興推進本部会議の開催

・福島復興再生基本方針（案）について

・福島復興再生特別措置法「新産業創出等研究開発基本計画（案）」について

８月26日 【国】 福島復興再生基本方針（改定）の閣議決定

新産業創出等研究開発基本計画の決定
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