
帰還環境整備事業計画　　帰還環境整備事業等

設置の時期： 平成28年2月時点
（単位：千円）

うち、福島県又
は避難指示・解
除区域市町村
等以外の者が
負担する額を減
じた額

(7,044,500) (7,044,500) (2,000,000) (5,044,500) (0)

50,000 50,000 50,000

＜7,094,500＞ ＜7,094,500＞ ＜2,000,000＞ ＜5,044,500＞ ＜50,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(39,750) (39,750) (16,950) (22,800) (0)

3,908 3,908 0 3,908

＜43,658＞ ＜43,658＞ ＜16,950＞ ＜22,800＞ ＜3,908＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(58,000) (58,000) (58,000) (0)

0 0

＜58,000＞ ＜58,000＞ ＜58,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(54,000) (54,000) (50,000) (4,000)

0 0 0

＜54,000＞ ＜54,000＞ ＜50,000＞ ＜4,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(133,900) (133,900) (81,950) (51,950) (0)

112,098 112,098 0 112,098

＜245,998＞ ＜245,998＞ ＜81,950＞ ＜51,950＞ ＜112,098＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(302,080) (302,080) (101,040) (201,040) (0)

501,105 501,105 0 501,105

＜803,185＞ ＜803,185＞ ＜101,040＞ ＜201,040＞ ＜501,105＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(437,266) (437,266) (131,983) (305,283) (0)

278,303 278,303 0 278,303

＜715,569＞ ＜715,569＞ ＜131,983＞ ＜305,283＞ ＜278,303＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(1,470,000) (1,470,000) (500,000) (970,000) (0)

334,027 334,027 0 334,027

＜1,804,027＞ ＜1,804,027＞ ＜500,000＞ ＜970,000＞ ＜334,027＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(43,000) (43,000) (19,000) (24,000)

0 0 0 0

＜43,000＞ ＜43,000＞ ＜19,000＞ ＜24,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(46,545) (46,545) (16,209) (30,336)

0 0

＜46,545＞ ＜46,545＞ ＜16,209＞ ＜30,336＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(169,912) (169,912) (148,351) (21,561)

0 0 0

＜169,912＞ ＜169,912＞ ＜148,351＞ ＜21,561＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(40,000) (40,000) (36,000) (4,000)

0 0 0

＜40,000＞ ＜40,000＞ ＜36,000＞ ＜4,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(25,000) (25,000) (21,000) (4,000)

0 0 0

＜25,000＞ ＜25,000＞ ＜21,000＞ ＜4,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(32,000) (32,000) (17,000) (15,000)

0 0 0

＜32,000＞ ＜32,000＞ ＜17,000＞ ＜15,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(43,000) (43,000) (27,000) (16,000)

0 0 0

＜43,000＞ ＜43,000＞ ＜27,000＞ ＜16,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(915,404) (915,404) (1,758) (913,646) (0)

0 0 0

＜915,404＞ ＜915,404＞ ＜1,758＞ ＜913,646＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(92,000) (92,000) (92,000) (0)

81,000 81,000 0 81,000

＜173,000＞ ＜173,000＞ ＜0＞ ＜92,000＞ ＜81,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

（様式１－２）
福島県

No.
事業番号

（注１）
事業名
（注２）

地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接／間接

-
避難区域内危険物・化学物質等処
理促進事業

１２市町村 県 県

平成29年度 平成○○年度

平成27年7月基金設置の有無： あり

1 (2) - 20 - 1

総交付対象
事業費
（注３）

各年度の交付対象事業費　（注４）

全体事業費
（注５）

全体事業
期間

備　考（注６）
平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成32年度平成31年度平成30年度

1 -
農山村地域復興基盤総合整備事
業（農地整備事業）

田村市
大槻地区

県2 (5) - 39 -

間接 7,094,500 26 ～ 29

26 ～ 26

4 (5) - 39 -

農山村地域復興基盤総合整備事
業（復興整備実施計画）

南相馬市
小高東部

県 県 直接 58,000

基金型

3 (5) - 39 - 2 -

県 直接 43,658 26 ～ 28

単年度型

5 (5) - 39 - 4 -

県 直接 54,000 26 ～ 273 -
農山村地域復興基盤総合整備事
業（復興整備実施計画）

南相馬市
相双地区

県

5 -
農山村地域復興基盤総合整備事
業（農地整備事業）

南相馬市
飯崎地区

県

26 ～ 29 基金型

6 (5) - 39 -

農山村地域復興基盤総合整備事
業（農地整備事業）

南相馬市
押釜地区

県 県 直接 277,976

26 ～ 32 基金型

8 (5) - 41 -

農山村地域復興基盤総合整備事
業（営農再開支援水利施設等保全
事業）

相双地区 県 県 直接 1,103,969

基金型

7 (5) - 39 - 6 -

県 直接 2,150,084 26 ～ 32

基金型

9 (5) - 39 - 7 -

県 直接 3,470,000 26 ～ 311 - 農業基盤整備促進事業
川俣町
山木屋地区

県

1 - 地下水資源対策事業 中通り・浜通り全域 県

26 ～ 27 単年度型

10 (3) - 22 -

農山村地域復興基盤総合整備事
業（水利施設整備事業（基幹水利
施設整備型））

富岡町
富岡地区

県 県 直接 125,800

27 ～ 27

12 (5) - 39 -

環境放射能監視資機材整備事業

伊達市、南相馬市、川
俣町、楢葉町、川内村、
大熊町、双葉町、葛尾
村、飯舘村

県 県 直接 169,912

単年度型

11 (3) - 21 - 1 -

県 直接 46,545 26 ～ 27

単年度型

13 (5) - 39 - 9 -

県 直接 40,000 26 ～ 278 -
農山村地域復興基盤総合整備事
業（復興整備実施計画）

南相馬市
鹿島西部地区

県

10 -
農山村地域復興基盤総合整備事
業（復興整備実施計画）

南相馬市
矢川原地区

県

26 ～ 27 単年度型

14 (5) - 39 -

農山村地域復興基盤総合整備事
業（復興整備実施計画）

南相馬市
南屋形地区

県 県 直接 25,000

26 ～ 27 単年度型

16 (3) - 23 -

農山村地域復興基盤総合整備事
業（復興整備実施計画）

広野町
広野地区

県 県 直接 43,000

単年度型

15 (5) - 39 - 11 -

県 直接 32,000 26 ～ 27

17 (5) - 39 - 12 -

福島県社会
福祉協議会
及び市町村
社会福祉協

議会

間接 915,404 26 ～ 271 - 生活再建・健康不安相談事業 県内 県

27 ～ 29 単年度型
農山村地域復興基盤総合整備事
業
（森林管理道整備事業）

飯舘村
岡部前乗線

県 県 直接 240,000



うち、福島県又
は避難指示・解
除区域市町村
等以外の者が
負担する額を減
じた額

No.
事業番号

（注１）
事業名
（注２）

地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接／間接
平成29年度 平成○○年度

総交付対象
事業費
（注３）

各年度の交付対象事業費　（注４）

全体事業費
（注５）

全体事業
期間

備　考（注６）
平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成32年度平成31年度平成30年度

(56,000) (56,000) (56,000) (0)

70,000 70,000 0 70,000

＜126,000＞ ＜126,000＞ ＜0＞ ＜56,000＞ ＜70,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(36,577) (36,577) (36,577)

0 0 0

＜36,577＞ ＜36,577＞ ＜0＞ ＜36,577＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(79,920) 79,920 (79,920)

0 0 0

＜79,920＞ ＜79,920＞ ＜0＞ ＜79,920＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(3,800) (3,800) (3,800)

0 0

＜3,800＞ ＜3,800＞ ＜0＞ ＜3,800＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(21,700) (21,700) (0) (21,700)

0 0 0

＜21,700＞ ＜21,700＞ ＜0＞ ＜21,700＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(60,000) (60,000) (0) (60,000) (0)

4,000 4,000 0 4,000

＜64,000＞ ＜64,000＞ ＜0＞ ＜60,000＞ ＜4,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(56,000) (56,000) (0) (56,000) (0)

4,000 4,000 0 4,000

＜60,000＞ ＜60,000＞ ＜0＞ ＜56,000＞ ＜4,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(203,000) (203,000) (0) (203,000) (0)

245,000 245,000 0 245,000

＜448,000＞ ＜448,000＞ ＜0＞ ＜203,000＞ ＜245,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(60,000) (60,000) (60,000)

0 0 0

＜60,000＞ ＜60,000＞ ＜0＞ ＜60,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(202,273) (202,273) (0) (202,273) (0)

50,075 50,075 0 50,075

＜252,348＞ ＜252,348＞ ＜0＞ ＜202,273＞ ＜50,075＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(31,950) (31,950) (31,950) (0)

368,950 368,950 0 368,950

＜400,900＞ ＜400,900＞ ＜0＞ ＜31,950＞ ＜368,950＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(26,950) (26,950) (26,950) (0)

298,950 298,950 0 298,950

＜325,900＞ ＜325,900＞ ＜0＞ ＜26,950＞ ＜298,950＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(53,000) (53,000) (53,000) (0)

4,000 4,000 0 4,000

＜57,000＞ ＜57,000＞ ＜0＞ ＜53,000＞ ＜4,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(24,500) (24,500) (24,500) (0)

55,278 55,278 0 55,278

＜79,778＞ ＜79,778＞ ＜0＞ ＜24,500＞ ＜55,278＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(7,287) (7,287) (7,287)

0

＜7,287＞ ＜7,287＞ ＜0＞ ＜7,287＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(19,933) (19,933) (19,933)

0

＜19,933＞ ＜19,933＞ ＜0＞ ＜19,933＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(0) (0) (0)

41,160 41,160 41,160

＜41,160＞ ＜41,160＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜41,160＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(0) (0) (0)

7,970 7,970 7,970

＜7,970＞ ＜7,970＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜7,970＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(0) (0) (0)

450,000 450,000 450,000

＜450,000＞ ＜450,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜450,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

13 -
農山村地域復興基盤総合整備事
業
（林道改良事業（舗装））

川内村
拝沢線

県18 (5) - 39 -

27 ～ 27

20 (5) - 42 -

被災地域農業復興総合支援事業
（栽培施設等整備事業）

大熊町
大川原地区

県 大熊町 間接 1,325,160

単年度型

19 (5) - 42 - 1 -

県 直接 126,000 27 ～ 28

21 (3) - 22 - 2 -

川内村 間接 79,920 27 ～ 272 -
被災地域農業復興総合支援事業
（農業用施設整備事業）

川内村
宮渡地区

県

14 -
農山村地域復興基盤総合整備事
業（復興整備実施計画）

田村市
永谷地区

県

27 ～ 27 単年度型

22 (5) - 39 -

音声機能付き線量計整備支援事
業

対象市町村全域 県

公益社団法
人　福島県視
覚障がい者
福祉協会

間接 3,800

27 ～ 28 基金型

24 (5) - 39 -

農山村地域復興基盤総合整備事
業（復興整備実施計画）

南相馬市
西真野地区

県 県 直接 64,000

単年度型

23 (5) - 39 - 15 -

県 直接 21,700 27 27

基金型

25 (5) - 39 - 17 -

県 直接 60,000 27 ～ 2816 -
農山村地域復興基盤総合整備事
業（復興整備実施計画）

南相馬市
太田地区

県

1 - 1 復興祈念公園調査事業 双葉町・浪江町 県

27 ～ 28 単年度型

26 ◆ (1) - 13 -

農山村地域復興基盤総合整備事
業（農業水利施設等保全再生事
業）

福島地区 県 県 直接 448,000

27 ～ 28

28 (5) - 39 -

環境放射能監視事業

伊達市、南相馬市、川
俣町、楢葉町、富岡町、
大熊町、双葉町、葛尾
村、飯舘村

県 県 直接 252,348

単年度型
→H28からNo.58の基金型へ移
行

27 (3) - 21 - 2 -

県 直接 60,000 27 ～ 27

基金型

29 (5) - 39 - 19 -

県 直接 1,036,050 27 ～ 3118 -
農山村地域復興基盤総合整備事
業（農地整備事業）

南相馬市
馬場西地区

県

20 -
農山村地域復興基盤総合整備事
業（復興整備実施計画）

南相馬市
高平中部地区

県

27 ～ 31 基金型

30 (5) - 39 -

農山村地域復興基盤総合整備事
業（農地整備事業）

南相馬市
深野北地区

県 県 直接 846,050

27 ～ 32 基金型

32 (1) - 16 -

埋蔵文化財発掘調査事業 南相馬市 県 県 直接 79,778

基金型

31 (1) - 17 - 1 -

県 直接 57,000 27 ～ 28

単年度型

33 (4) - 32 - 1 -

浪江町 間接 96,745 27 ～ 281 -
浪江町認定こども園整備事業（幼
稚園等の複合化・多機能化）

浪江町地内 県

3 -
地下水資源対策による復興再生
事業

浜通り・中通り 県

27 ～ 27 単年度型

34 (3) - 22 -

特別養護老人ホームリリー園再開
支援事業

楢葉町 県 県 間接 19,934

28 ～ 32 基金型

36 (1) - 11 -

埋蔵文化財発掘調査事業 広野町 県 県 直接 7,97035 (1) - 17 - 2 -

県 直接 82,320 28 ～ 29

基金型県 直接 5,950,000 28 ～ 321 - 復興拠点アクセス道路整備事業
双葉町
県道井手長塚線

県



うち、福島県又
は避難指示・解
除区域市町村
等以外の者が
負担する額を減
じた額

No.
事業番号

（注１）
事業名
（注２）

地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接／間接
平成29年度 平成○○年度

総交付対象
事業費
（注３）

各年度の交付対象事業費　（注４）

全体事業費
（注５）

全体事業
期間

備　考（注６）
平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成32年度平成31年度平成30年度

(0) (0) (0)

1,587,310 1,587,310 1,587,310

＜1,587,310＞ ＜1,587,310＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜1,587,310＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(0) (0) (0)

1,753,900 1,753,900 1,753,900

＜1,753,900＞ ＜1,753,900＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜1,753,900＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(0) (0) (0)

154,212 154,212 154,212

＜154,212＞ ＜154,212＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜154,212＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(0) (0) (0)

250,200 250,200 250,200

＜250,200＞ ＜250,200＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜250,200＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(0) (0) (0)

784,600 784,600 784,600

＜784,600＞ ＜784,600＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜784,600＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(0) (0) (0)

303,250 303,250 303,250

＜303,250＞ ＜303,250＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜303,250＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(0) (0) (0)

65,000 65,000 65,000

＜65,000＞ ＜65,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜65,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(0) (0) (0)

38,370 38,370 38,370

＜38,370＞ ＜38,370＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜38,370＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(0) (0) (0)

20,000 20,000 20,000

＜20,000＞ ＜20,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜20,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(0) (0) (0)

17,000 17,000 17,000

＜17,000＞ ＜17,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜17,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(0) (0) (0)

40,000 40,000 40,000

＜40,000＞ ＜40,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜40,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(0) (0) (0)

21,000 21,000 21,000

＜21,000＞ ＜21,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜21,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(0) (0) (0)

18,000 18,000 18,000

＜18,000＞ ＜18,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜18,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(0) (0) (0)

26,000 26,000 26,000

＜26,000＞ ＜26,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜26,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(0) (0) (0)

26,000 26,000 26,000

＜26,000＞ ＜26,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜26,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(0) (0) (0)

14,000 14,000 14,000

＜14,000＞ ＜14,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜14,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(0) (0) (0)

43,000 43,000 43,000

＜43,000＞ ＜43,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜43,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(0) (0) (0)

967,000 967,000 967,000

＜967,000＞ ＜967,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜967,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(0) (0) (0)

559,773 559,773 559,773

＜559,773＞ ＜559,773＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜559,773＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

37 (5) - 39 - 21 -

22 -
農山村地域復興基盤総合整備事
業（農地整備事業）

南相馬市
原町東地区

県

28 ～ 31 基金型

38 (5) - 39 -

農山村地域復興基盤総合整備事
業（農地整備事業）

南相馬市
八沢地区

県 県 直接 3,346,857

28 ～ 29 基金型

40 (5) - 39 -

農山村地域復興基盤総合整備事
業（復興整備実施計画）

南相馬市
原町第1地区

県 県 直接 171,064

基金型

39 ◆ (5) - 39 - 22 - 1

県 直接 6,264,890 28 ～ 31

基金型

41 (5) - 39 - 24 -

県 直接 5,856,005 28 ～ 3123 -
農山村地域復興基盤総合整備事
業（農地整備事業）

南相馬市
右田・海老地区

県

25 -
農山村地域復興基盤総合整備事
業（農地整備事業）

南相馬市
原町南部地区

県

28 ～ 31 基金型

42 (5) - 39 -

農山村地域復興基盤総合整備事
業（農地整備事業）

南相馬市
真野地区

県 県 直接 3,849,168

28 ～ 32 基金型

44 (5) - 39 -

農山村地域復興基盤総合整備事
業（水利施設整備事業）

南相馬市
高の倉地区

県 県 直接 992,000

基金型

43 (5) - 39 - 26 -

県 直接 2,295,318 28 ～ 31

基金型

45 (5) - 39 - 28 -

県 直接 222,233 28 ～ 3227 -
農山村地域復興基盤総合整備事
業（水利施設整備事業）

南相馬市
横川地区

県

29 -
農山村地域復興基盤総合整備事
業（復興整備実施計画）

南相馬市
岡田地区

県

28 ～ 28 単年度型

46 (5) - 39 -

農山村地域復興基盤総合整備事
業（農地防災事業）

富岡町
椿屋第2地区

県 県 直接 20,000

28 ～ 29 基金型

48 (5) - 39 -

農山村地域復興基盤総合整備事
業（復興整備実施計画）

南相馬市
鶴谷地区

県 県 直接 46,000

基金型

47 (5) - 39 - 30 -

県 直接 23,000 28 ～ 29

基金型

49 (5) - 39 - 32 -

県 直接 27,000 28 ～ 2931 -
農山村地域復興基盤総合整備事
業（復興整備実施計画）

南相馬市
片草地区

県

33 -
農山村地域復興基盤総合整備事
業（復興整備実施計画）

南相馬市
栃窪地区

県

28 ～ 29 基金型

50 (5) - 39 -

農山村地域復興基盤総合整備事
業（復興整備実施計画）

南相馬市
橲原地区

県 県 直接 24,000

28 ～ 29 基金型

52 (5) - 39 -

農山村地域復興基盤総合整備事
業（復興整備実施計画）

南相馬市
小山田地区

県 県 直接 32,000

基金型

51 (5) - 39 - 34 -

県 直接 32,000 28 ～ 29

単年度型

53 (5) - 39 - 36 -

県 直接 14,000 28 ～ 2835 -
農山村地域復興基盤総合整備事
業（復興整備実施計画）

南相馬市・飯舘村
岩部地区

県

37 -
農山村地域復興基盤総合整備事
業（農業水利施設等保全再生事
業）

福島（対策工）地区 県

28 ～ 29 基金型

54 (5) - 39 -

農山村地域復興基盤総合整備事
業（復興整備実施計画）

川内村
川内地区

県 県 直接 51,000

28 ～ 32 基金型
被災地域農業復興総合支援事業
（農業用機械施設等）

鹿島区
原町区
小高区

県 南相馬市 間接 559,773

基金型

55 (5) - 42 - 3 -

県 直接 967,000 28 ～ 29



うち、福島県又
は避難指示・解
除区域市町村
等以外の者が
負担する額を減
じた額

No.
事業番号

（注１）
事業名
（注２）

地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接／間接
平成29年度 平成○○年度

総交付対象
事業費
（注３）

各年度の交付対象事業費　（注４）

全体事業費
（注５）

全体事業
期間

備　考（注６）
平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成32年度平成31年度平成30年度

(0) (0) (0)

740,599 740,599 740,599

＜740,599＞ ＜740,599＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜740,599＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(0) (0) (0)

326,358 326,358 326,358

＜326,358＞ ＜326,358＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜326,358＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(0) (0) (0)

106,000 106,000 106,000

＜106,000＞ ＜106,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜106,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(11,889,247) (11,889,247) (3,226,241) (8,663,006) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

10,821,396 10,821,396 0 0 10,821,396 0 0 0 0 0

＜22,710,643＞ ＜22,710,643＞ ＜3,226,241＞ ＜8,663,006＞ ＜10,821,396＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(11,889,247) (11,889,247) (3,226,241) (8,663,006) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

10,821,396 10,821,396 0 0 10,821,396 0 0 0 0 0

＜22,710,643＞ ＜22,710,643＞ ＜3,226,241＞ ＜8,663,006＞ ＜10,821,396＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(11,829,247) (11,829,247) (3,226,241) (8,603,006) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

10,561,184 10,561,184 0 0 10,561,184 0 0 0 0 0

＜22,390,431＞ ＜22,390,431＞ ＜3,226,241＞ ＜8,603,006＞ ＜10,561,184＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(60,000) (60,000) (0) (60,000) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

260,212 260,212 0 0 260,212 0 0 0 0 0
＜320,212＞ ＜320,212＞ ＜0＞ ＜60,000＞ ＜260,212＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

福島県

（注１）「事業番号」は、基幹事業については、「（実施要綱別表の番号）-（同一事業計画中の同種の事業の通し番号）」、効果促進事業等については、「◆（最も関連する基幹事業の事業番号）－（最も関連する基幹事業ごとの通し番号）」となるよう記載する。
（注２）「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。
（注３）「総交付対象事業費」は、「交付期間」を通じての全ての事業費を記載する。
（注３、４）上段（　）書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段＜　＞書きについては、自動計算される。
（注４）各年度の交付対象事業費（中段）のうち、様式１－４で提出された年度の値が配分（申請）に係る交付対象事業費となる。
（注５）「全体事業費」は、「全体事業期間」を通じての全ての事業費を記載する。
（注６）年度間調整又は事業間流用を行った場合には、「備考」に年度間調整又は事業間流用を行った旨、その時期及び額を記載する。なお事業間流用を行う場合には、流用する（流用される）事業名も合わせて記載する。
（注７）共同で作成する場合においては、「担当者氏名」等は共同で作成する福島県又は避難指示・解除区域市町村等の担当者を並べて記載する。

56 (5) - 42 - 単年度型

57 (5) - 42 - 5 -

川内村 間接 740,599 28 ～ 284 - 米備蓄倉庫建設事業 川内村 県

1 - 2 復興祈念公園調査事業 双葉町・浪江町 県

28 ～ 28 単年度型

58 ◆ (1) - 13 -

いいたて　までいな農業復興計画
基幹事業

飯舘村
松塚地区

県 飯舘村 間接 326,358

基金型
→H27までNo.26の単年型で実施

県 直接 106,000 28 ～ 32

　　　　

合　　 計

（ う ち 市 町 村 交 付 分 ）

（ う ち 県 交 付 分 ）

（うち地方公共団体の組合
交 付 分 ）

地方公共団体の組合名（注７）

市町村名（注７） 電話番号（注７） 024-521-8436

（ う ち 基 幹 事 業 ）

（ う ち 効 果 促 進 事 業 等 ）

県名 担当部局名（注７） 企画調整部避難地域復興局避難地域復興課 担当者氏名（注７） 堂田　裕章、菅野　勝洋
メールアドレス（注７） hinan_hukkou@pref.fukushima.lg.jp



平成28年度 　帰還環境整備事業等

農林水産省

※本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい （単位：千円）

交付対象事業費
(b)

交付対象事業費のうち、
福島県又は避難指示・
解除区域市町村等以外
の者が負担する額を減

じた額
(c)

うち交付金交付額
基幹事業の場合

（d）=a×b＋(c-a×b)/2
（注６）

効果促進事業等の場合
（d）=0.8c

年度間
調整額
（国費）

(e)

調整後の
交付金
交付額
(f)=d-e

(0) (0) (0)

3,908 3,908 3,028

＜3,908＞ ＜3,908＞ ＜3,028＞

(0) (0) (0)

112,098 112,098 86,875

＜112,098＞ ＜112,098＞ ＜86,875＞

(0) (0) (0)

501,105 501,105 375,828

＜501,105＞ ＜501,105＞ ＜375,828＞

(0) (0) (0)

278,303 278,303 278,303

＜278,303＞ ＜278,303＞ ＜278,303＞

(0) (0) (0)

334,027 334,027 258,870

＜334,027＞ ＜334,027＞ ＜258,870＞

(0) (0) (0)

81,000 81,000 60,750

＜81,000＞ ＜81,000＞ ＜60,750＞

(0) (0) (0)

70,000 70,000 52,500

＜70,000＞ ＜70,000＞ ＜52,500＞

(0) (0) (0)

4,000 4,000 4,000

＜4,000＞ ＜4,000＞ ＜4,000＞

(0) (0) (0)

4,000 4,000 4,000

＜4,000＞ ＜4,000＞ ＜4,000＞

(0) (0) (0)

245,000 245,000 245,000

＜245,000＞ ＜245,000＞ ＜245,000＞

24   (5)  -   39

 
 農山村地域復興基盤総合整備事業（農
業水利施設等保全再生事業）

 福島地区  県

 県  県  直接18   (5)

 -

 県  直接

25   (5)  -   39  - 17 

16  -  
 農山村地域復興基盤総合整備事業（復
興整備実施計画）

 南相馬市
太田地区

 県

23   (5)  -   39  - 15  -  
 農山村地域復興基盤総合整備事業（復
興整備実施計画）

 南相馬市
西真野地区

 県  県

 -

 直接 1/1

 直接 1/1

1/1

 県

 -   39  - 13  -

 -

 県  直接 5/9  農業基盤整備促進事業
 川俣町

山木屋地区
 県

 直接 1/2 
 農山村地域復興基盤総合整備事業
（森林管理道整備事業）

 飯舘村
岡部前乗線

 県  県

1/2 
 農山村地域復興基盤総合整備事業
（林道改良事業（舗装））

 川内村
拝沢線

12 

  1  -8   (5)  -   41  -

 (5)  -   39  -

17   (5)  -   39  -

 農山村地域復興基盤総合整備事業（営
農再開支援水利施設等保全事業）

 相双地区  県  県  直接 1/1

1/2

7   (5)  -   39  -   6  -  

 
 農山村地域復興基盤総合整備事業（農
地整備事業）

 南相馬市
飯崎地区

 県  県  直接6    5  -

 -

 県  直接 5/9

5   (5)  -   39  -   4

  1  -  
 農山村地域復興基盤総合整備事業（農
地整備事業）

 田村市
大槻地区

 県2   (5)  -   39  -

 直接 5/9

事業
実施
主体

直接／間接

基本
国費率

（a）
（注３）

当該年度（注４） 年度間調整額（注５）
（該当する場合のみ記載）

備　考

 
 農山村地域復興基盤総合整備事業（農
地整備事業）

 南相馬市
押釜地区

 県  県

（様式１－４）

福島県 帰還環境整備事業計画

省庁名： 平成28年2月時点

No.
事業番号

（注１）
事業名
（注２）

地区名
施設名

交付
団体



(0) (0) (0)

368,950 368,950 285,936

＜368,950＞ ＜368,950＞ ＜285,936＞

(0) (0) (0)

298,950 298,950 231,686

＜298,950＞ ＜298,950＞ ＜231,686＞

(0) (0) (0)

4,000 4,000 4,000

＜4,000＞ ＜4,000＞ ＜4,000＞

(0) (0) (0)

1,587,310 1,587,310 1,190,482

＜1,587,310＞ ＜1,587,310＞ ＜1,190,482＞

(0) (0) (0)

1,753,900 1,753,900 1,315,425

＜1,753,900＞ ＜1,753,900＞ ＜1,315,425＞

(0) (0) (0)

154,212 154,212 123,369

＜154,212＞ ＜154,212＞ ＜123,369＞

(0) (0) (0)

250,200 250,200 187,650

＜250,200＞ ＜250,200＞ ＜187,650＞

(0) (0) (0)

784,600 784,600 588,450

＜784,600＞ ＜784,600＞ ＜588,450＞

(0) (0) (0)

303,250 303,250 227,437

＜303,250＞ ＜303,250＞ ＜227,437＞

(0) (0) (0)

65,000 65,000 48,750

＜65,000＞ ＜65,000＞ ＜48,750＞

(0) (0) (0)

38,370 38,370 28,777

＜38,370＞ ＜38,370＞ ＜28,777＞

(0) (0) (0)

20,000 20,000 15,000

＜20,000＞ ＜20,000＞ ＜15,000＞

(0) (0) (0)

17,000 17,000 17,000

＜17,000＞ ＜17,000＞ ＜17,000＞

(0) (0) (0)

40,000 40,000 40,000

＜40,000＞ ＜40,000＞ ＜40,000＞

 県  県  直接46   (5)

47   (5)  -   39  - 30  -  
 農山村地域復興基盤総合整備事業（復
興整備実施計画）

 南相馬市
鶴谷地区

 県  県  直接 1/1

 -   39  - 29  -

 -

 県  直接 1/2 
 農山村地域復興基盤総合整備事業（水
利施設整備事業）

 南相馬市
横川地区

 県

 直接 1/2 
 農山村地域復興基盤総合整備事業（農
地防災事業）

 富岡町
椿屋第2地区

 県  県

1/1 
 農山村地域復興基盤総合整備事業（復
興整備実施計画）

 南相馬市
岡田地区

28 

27  -44   (5)  -   39  -

 (5)  -   39  -

45   (5)  -   39  -

 農山村地域復興基盤総合整備事業（水
利施設整備事業）

 南相馬市
高の倉地区

 県  県  直接 1/2

1/2

43   (5)  -   39  - 26  -  

 
 農山村地域復興基盤総合整備事業（農
地整備事業）

 南相馬市
原町南部地区

 県  県  直接42  

40   (5)  -   39

 
 農山村地域復興基盤総合整備事業（農
地整備事業）

 南相馬市
真野地区

 県

 県  県  直接38   (5)

25  -

 -

 県  直接

41   (5)  -   39  - 24 

23  -  
 農山村地域復興基盤総合整備事業（農
地整備事業）

 南相馬市
右田・海老地

区
 県

39  ◆  (5)  -   39  - 22  -   1
 農山村地域復興基盤総合整備事業（復
興整備実施計画）

 南相馬市
原町第1地区

 県  県

 -

 直接 1/2

 直接 -

1/2

 県

 -   39  - 22  -

 -

 県  直接 1/1 
 農山村地域復興基盤総合整備事業（復
興整備実施計画）

 南相馬市
高平中部地区

 県

 直接 1/2 
 農山村地域復興基盤総合整備事業（農
地整備事業）

 南相馬市
八沢地区

 県  県

1/2 
 農山村地域復興基盤総合整備事業（農
地整備事業）

 南相馬市
原町東地区

21 

20  -30   (5)  -   39  -

 (5)  -   39  -

37   (5)  -   39  -

 農山村地域復興基盤総合整備事業（農
地整備事業）

 南相馬市
深野北地区

 県  県  直接 5/9

5/9

29   (5)  -   39  - 19  -  

 
 農山村地域復興基盤総合整備事業（農
地整備事業）

 南相馬市
馬場西地区

 県  県  直接28  18  -



(0) (0) (0)

21,000 21,000 21,000

＜21,000＞ ＜21,000＞ ＜21,000＞

(0) (0) (0)

18,000 18,000 18,000

＜18,000＞ ＜18,000＞ ＜18,000＞

(0) (0) (0)

26,000 26,000 26,000

＜26,000＞ ＜26,000＞ ＜26,000＞

(0) (0) (0)

26,000 26,000 26,000

＜26,000＞ ＜26,000＞ ＜26,000＞

(0) (0) (0)

14,000 14,000 14,000

＜14,000＞ ＜14,000＞ ＜14,000＞

(0) (0) (0)

43,000 43,000 43,000

＜43,000＞ ＜43,000＞ ＜43,000＞

(0) (0) (0)

967,000 967,000 725,250

＜967,000＞ ＜967,000＞ ＜725,250＞

(0) (0) (0)

559,773 559,773 419,829

＜559,773＞ ＜559,773＞ ＜419,829＞

(0) (0) (0)

740,599 740,599 555,449

＜740,599＞ ＜740,599＞ ＜555,449＞

(0) (0) (0)

326,358 326,358 244,768

＜326,358＞ ＜326,358＞ ＜244,768＞

(0) (0) (0) (0) (0)

10,060,913 10,060,913 7,766,412 0 0

＜10,060,913＞ ＜10,060,913＞ ＜7,766,412＞ ＜0＞ ＜0＞

福島県 担当者氏名
メールアドレス

（注１）「事業番号」は、基幹事業については、「（実施要綱別表の番号）-（同一事業計画中の同種の事業の通し番号）」、効果促進事業等については、「◆（最も関連する基幹事業の事業番号）－（最も関連する基幹事業ごとの通し番号）」となるよう記載する。
（注２）「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。
（注３）「基本国費率」は、各交付担当大臣が定める交付要綱に規定される国費率を指す。（福島再生加速化交付金（帰還環境整備）実施要綱第５の１の（３）におけるbと同様）
（注４、５）上段（　）書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段＜　＞書きについては、自動計算される。
（注５）「年度間調整額」の（国費）（e）は、前年度に福島再生加速化交付金（帰還環境整備）実施要綱第４の７の④に該当した場合に記載する。
（注６）各交付担当大臣が定める交付要綱において、交付額の算定方法が定められている場合には、その規定に基づき算定すること。

（注７）基金を造成して帰還環境整備事業等を実施する場合においては、当該事業の（ｂ）欄には、当該年度に実施する事業の事業費を、（ｃ）欄には事業費のうち福島県等以外の者が負担する額を減じた額を、（ｄ）欄には基金からの取崩額を記載する。

地方公共団体の組合名

県名 担当部局名 避難地域復興局避難地域復興課 堂田　裕章、菅野　勝洋

市町村名 電話番号 024-521-8436 hinan_hukkou@pref.fukushima.lg.jp

合計額

35  -  
 農山村地域復興基盤総合整備事業（復
興整備実施計画）

 南相馬市・飯
舘村

岩部地区
 県52   (5)  -   39  -

  (5)  -   39  - 36  -  
 農山村地域復興基盤総合整備事業（復
興整備実施計画）

 川内村
川内地区

 県

1/1

51   (5)  -   39  - 34  -

 
 農山村地域復興基盤総合整備事業（復
興整備実施計画）

 南相馬市
栃窪地区

 県  県  直接50   (5)  -   39  -

 県  直接 1/1

53 1/1

 農山村地域復興基盤総合整備事業（復
興整備実施計画）

 南相馬市
小山田地区

 県  県  直接 1/1 

 県  直接

48   (5)  -   39

 
 農山村地域復興基盤総合整備事業（復
興整備実施計画）

 南相馬市
橲原地区

 県

33  -

 -

 県  直接

49   (5)  -   39  - 32 

31  -  
 農山村地域復興基盤総合整備事業（復
興整備実施計画）

 南相馬市
片草地区

 県 -

 直接 1/1

1/1

 県

1/2

55   (5)  -   42  -   3  -  
 被災地域農業復興総合支援事業
（農業用機械施設等）

 鹿島区
原町区
小高区

 県  南相馬市  間接 1/2

54   (5)  -   39  - 37  -

56   (5)  -

 農山村地域復興基盤総合整備事業（農
業水利施設等保全再生事業）

 福島（対策工）
地区

 県  県  直接

 -   米備蓄倉庫建設事業

 

  42  -   4

57   (5)  -   42  -   5  -  

 川内村  県  川内村  間接 1/2

 いいたて　までいな農業復興計画基幹
事業

 飯舘村
松塚地区

 県  飯舘村  間接 1/2



平成28年度 　帰還環境整備事業等

内閣府

※本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい （単位：千円）

交付対象事業費
(b)

交付対象事業費のうち、
福島県又は避難指示・
解除区域市町村等以外
の者が負担する額を減

じた額
(c)

うち交付金交付額
基幹事業の場合

（d）=a×b＋(c-a×b)/2
（注６）

効果促進事業等の場合
（d）=0.8c

年度間
調整額
（国費）

(e)

調整後の
交付金
交付額
(f)=d-e

(0) (0) (0)

50,000 50,000 50,000

＜50,000＞ ＜50,000＞ ＜50,000＞

(0) (0) (0)

41,160 41,160 41,160

＜41,160＞ ＜41,160＞ ＜41,160＞

(0)

＜0＞

＜0＞

＜0＞

(0) (0) (0) (0) (0)

91,160 91,160 91,160 0 0

＜91,160＞ ＜91,160＞ ＜91,160＞ ＜0＞ ＜0＞

福島県 担当者氏名
メールアドレス

（注１）「事業番号」は、基幹事業については、「（実施要綱別表の番号）-（同一事業計画中の同種の事業の通し番号）」、効果促進事業等については、「◆（最も関連する基幹事業の事業番号）－（最も関連する基幹事業ごとの通し番号）」となるよう記載する。
（注２）「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。
（注３）「基本国費率」は、各交付担当大臣が定める交付要綱に規定される国費率を指す。（福島再生加速化交付金（帰還環境整備）実施要綱第５の１の（３）におけるbと同様）
（注４、５）上段（　）書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段＜　＞書きについては、自動計算される。
（注５）「年度間調整額」の（国費）（e）は、前年度に福島再生加速化交付金（帰還環境整備）実施要綱第４の７の④に該当した場合に記載する。
（注６）各交付担当大臣が定める交付要綱において、交付額の算定方法が定められている場合には、その規定に基づき算定すること。

（注７）基金を造成して帰還環境整備事業等を実施する場合においては、当該事業の（ｂ）欄には、当該年度に実施する事業の事業費を、（ｃ）欄には事業費のうち福島県等以外の者が負担する額を減じた額を、（ｄ）欄には基金からの取崩額を記載する。

地方公共団体の組合名

県名 担当部局名 避難地域復興局避難地域復興課 堂田　裕章、菅野　勝洋

市町村名 電話番号 024-521-8436 hinan_hukkou@pref.fukushima.lg.jp

合計額

             

    

             

         

 -

 県  間接 1/1

34   (3)  -   22  -   3

  1  -  
 避難区域内危険物・化学物質等処理促
進事業

 １２市町村  県1   (2)  -   20  -

 直接 1/1

事業
実施
主体

直接／間接

基本
国費率

（a）
（注３）

当該年度（注４） 年度間調整額（注５）
（該当する場合のみ記載）

備　考

  地下水資源対策による復興再生事業  浜通り・中通り  県  県

（様式１－４）

福島県 帰還環境整備事業計画

省庁名： 平成28年2月時点

No.
事業番号

（注１）
事業名
（注２）

地区名
施設名

交付
団体



平成28年度 　帰還環境整備事業等

国土交通省

※本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい （単位：千円）

交付対象事業費
(b)

交付対象事業費のうち、
福島県又は避難指示・
解除区域市町村等以外
の者が負担する額を減

じた額
(c)

うち交付金交付額
基幹事業の場合

（d）=a×b＋(c-a×b)/2
（注６）

効果促進事業等の場合
（d）=0.8c

年度間
調整額
（国費）

(e)

調整後の
交付金
交付額
(f)=d-e

(0) (0) (0)

450,000 450,000 348,750

＜450,000＞ ＜450,000＞ ＜348,750＞

(0) (0) (0)

106,000 106,000 84,800

＜106,000＞ ＜106,000＞ ＜84,800＞

＜0＞

＜0＞

＜0＞

(0) (0) (0) (0) (0)

556,000 556,000 433,550 0 0

＜556,000＞ ＜556,000＞ ＜433,550＞ ＜0＞ ＜0＞

福島県 担当者氏名
メールアドレス

（注１）「事業番号」は、基幹事業については、「（実施要綱別表の番号）-（同一事業計画中の同種の事業の通し番号）」、効果促進事業等については、「◆（最も関連する基幹事業の事業番号）－（最も関連する基幹事業ごとの通し番号）」となるよう記載する。
（注２）「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。
（注３）「基本国費率」は、各交付担当大臣が定める交付要綱に規定される国費率を指す。（福島再生加速化交付金（帰還環境整備）実施要綱第５の１の（３）におけるbと同様）
（注４、５）上段（　）書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段＜　＞書きについては、自動計算される。
（注５）「年度間調整額」の（国費）（e）は、前年度に福島再生加速化交付金（帰還環境整備）実施要綱第４の７の④に該当した場合に記載する。
（注６）各交付担当大臣が定める交付要綱において、交付額の算定方法が定められている場合には、その規定に基づき算定すること。

（注７）基金を造成して帰還環境整備事業等を実施する場合においては、当該事業の（ｂ）欄には、当該年度に実施する事業の事業費を、（ｃ）欄には事業費のうち福島県等以外の者が負担する額を減じた額を、（ｄ）欄には基金からの取崩額を記載する。

 復興祈念公園調査事業
 双葉町・浪江

町
 県  県  直接 -58  ◆  (1)  -   13  -   1  -   2

地方公共団体の組合名

県名 担当部局名 避難地域復興局避難地域復興課 堂田　裕章、菅野　勝洋

市町村名 電話番号 024-521-8436 hinan_hukkou@pref.fukushima.lg.jp

合計額

             

             

         

 -36   (1)  -   11  -   1

    

 直接 5/9

事業
実施
主体

直接／間接

基本
国費率

（a）
（注３）

当該年度（注４） 年度間調整額（注５）
（該当する場合のみ記載）

備　考

  復興拠点アクセス道路整備事業
 双葉町

県道井手長塚
線

 県  県

（様式１－４）

福島県 帰還環境整備事業計画

省庁名： 平成28年2月時点

No.
事業番号

（注１）
事業名
（注２）

地区名
施設名

交付
団体



平成28年度 　帰還環境整備事業等

文部科学省

※本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい （単位：千円）

交付対象事業費
(b)

交付対象事業費のうち、
福島県又は避難指示・
解除区域市町村等以外
の者が負担する額を減

じた額
(c)

うち交付金交付額
基幹事業の場合

（d）=a×b＋(c-a×b)/2
（注６）

効果促進事業等の場合
（d）=0.8c

年度間
調整額
（国費）

(e)

調整後の
交付金
交付額
(f)=d-e

(0) (0) (0)

55,278 55,278 41,458

＜55,278＞ ＜55,278＞ ＜41,458＞

(0) (0) (0)

7,970 7,970 5,977

＜7,970＞ ＜7,970＞ ＜5,977＞

＜0＞

＜0＞

＜0＞

(0) (0) (0) (0) (0)

63,248 63,248 47,435 0 0

＜63,248＞ ＜63,248＞ ＜47,435＞ ＜0＞ ＜0＞

福島県 担当者氏名
メールアドレス

（注１）「事業番号」は、基幹事業については、「（実施要綱別表の番号）-（同一事業計画中の同種の事業の通し番号）」、効果促進事業等については、「◆（最も関連する基幹事業の事業番号）－（最も関連する基幹事業ごとの通し番号）」となるよう記載する。
（注２）「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。
（注３）「基本国費率」は、各交付担当大臣が定める交付要綱に規定される国費率を指す。（福島再生加速化交付金（帰還環境整備）実施要綱第５の１の（３）におけるbと同様）
（注４、５）上段（　）書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段＜　＞書きについては、自動計算される。
（注５）「年度間調整額」の（国費）（e）は、前年度に福島再生加速化交付金（帰還環境整備）実施要綱第４の７の④に該当した場合に記載する。
（注６）各交付担当大臣が定める交付要綱において、交付額の算定方法が定められている場合には、その規定に基づき算定すること。

（注７）基金を造成して帰還環境整備事業等を実施する場合においては、当該事業の（ｂ）欄には、当該年度に実施する事業の事業費を、（ｃ）欄には事業費のうち福島県等以外の者が負担する額を減じた額を、（ｄ）欄には基金からの取崩額を記載する。

 直接 1/2

 県  県  直接 1/2

（様式１－４）

省庁名： 平成28年2月時点

No.
事業番号

（注１）
事業名
（注２）

地区名
施設名

交付
団体

当該年度（注４） 年度間調整額（注５）
（該当する場合のみ記載）

備　考
事業
実施
主体

直接／間接

基本
国費率

（a）
（注３）

 -

 -  

 -

 県  県

 埋蔵文化財発掘調査事業  南相馬市  17

   

  2

  1  -  

35   (1)  -   17

    

 -

31   (1)

 埋蔵文化財発掘調査事業  広野町

      

          

   

             

福島県 帰還環境整備事業計画

地方公共団体の組合名
市町村名 電話番号 024-521-8436 hinan_hukkou@pref.fukushima.lg.jp

合計額

県名 担当部局名 避難地域復興局避難地域復興課 堂田　裕章、菅野　勝洋



平成28年度 　帰還環境整備事業等

原子力規制委員会

※本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい （単位：千円）

交付対象事業費
(b)

交付対象事業費のうち、
福島県又は避難指示・
解除区域市町村等以外
の者が負担する額を減

じた額
(c)

うち交付金交付額
基幹事業の場合

（d）=a×b＋(c-a×b)/2
（注６）

効果促進事業等の場合
（d）=0.8c

年度間
調整額
（国費）

(e)

調整後の
交付金
交付額
(f)=d-e

(0) (0) (0)

50,075 50,075 50,075

＜50,075＞ ＜50,075＞ ＜50,075＞

＜0＞

＜0＞

＜0＞

＜0＞

(0) (0) (0) (0) (0)

50,075 50,075 50,075 0 0

＜50,075＞ ＜50,075＞ ＜50,075＞ ＜0＞ ＜0＞

福島県 担当者氏名
メールアドレス

（注１）「事業番号」は、基幹事業については、「（実施要綱別表の番号）-（同一事業計画中の同種の事業の通し番号）」、効果促進事業等については、「◆（最も関連する基幹事業の事業番号）－（最も関連する基幹事業ごとの通し番号）」となるよう記載する。
（注２）「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。
（注３）「基本国費率」は、各交付担当大臣が定める交付要綱に規定される国費率を指す。（福島再生加速化交付金（帰還環境整備）実施要綱第５の１の（３）におけるbと同様）
（注４、５）上段（　）書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段＜　＞書きについては、自動計算される。
（注５）「年度間調整額」の（国費）（e）は、前年度に福島再生加速化交付金（帰還環境整備）実施要綱第４の７の④に該当した場合に記載する。
（注６）各交付担当大臣が定める交付要綱において、交付額の算定方法が定められている場合には、その規定に基づき算定すること。

（注７）基金を造成して帰還環境整備事業等を実施する場合においては、当該事業の（ｂ）欄には、当該年度に実施する事業の事業費を、（ｃ）欄には事業費のうち福島県等以外の者が負担する額を減じた額を、（ｄ）欄には基金からの取崩額を記載する。

地方公共団体の組合名

県名 担当部局名 避難地域復興局避難地域復興課 堂田　裕章、菅野　勝洋

市町村名 電話番号 024-521-8436 hinan_hukkou@pref.fukushima.lg.jp

合計額

             

    

             

         

 

 県  直接 1/1

      

  2  -   環境放射能監視事業

 伊達市、南相馬
市、川俣町、楢
葉町、富岡町、
大熊町、双葉

町、葛尾村、飯
舘村

 県27   (3)  -   21  -

 

事業
実施
主体

直接／間接

基本
国費率

（a）
（注３）

当該年度（注４） 年度間調整額（注５）
（該当する場合のみ記載）

備　考

     

（様式１－４）

福島県 帰還環境整備事業計画

省庁名： 平成28年2月時点

No.
事業番号

（注１）
事業名
（注２）

地区名
施設名

交付
団体


