
１．趣旨
○津波被災地（帰還困難区域を除く）における公共土木施設等の復旧・復興事業につ
いて、災害復旧事業や津波被災地の復興まちづくりなど事業の進捗状況を県民に広
くお知らせするため、平成２７年度末（H28.2.8）に事業箇所ごとに完了見通しを公
表した。

○予定より早く完了できる箇所や他事業との調整等により工程に変更が生じた箇所な
ど毎年度の成果とともに年度末に事業の進捗状況等を改めて公表するものとしてい
る。（前回公表は、平成２８年度末(H29.2.7)）

平成３０年２月７日 農林水産部・土木部

２．平成２９年度の成果
○平成２９年度は、年度末までに完了するものを含め４６箇所の工区が完了となり、

概ね計画通り進捗している。
○新地町、広野町、いわき市などの津波被災地における多重防御（河川、海岸、防災

緑地、道路等）のまちづくりに向けた事業が着実に進捗している。
○各事業毎の平成２９年度末完了予定箇所は下記のとおり。

津波被災地（帰還困難区域を除く）における復旧・復興事業の完了見通しについて

※青太字箇所の整備概要を、右頁に記載した。
※海岸の（ ）は、同名の海岸があるなど管理者がわかるように、建設海岸を（建）、漁港海岸を（漁）、農

地海岸を（農）と記載した。
※平成２８年度末（H29.2.7）公表後で平成２８年度中に前倒し完了した箇所も本表に記載している。

【薄磯地区防災緑地、豊間四倉線（いわき市）】※計画通り完了
津波に備えた多重防御（海岸堤防、防災緑地、道路）がいわき市で初めて完了した。

３．平成２９年度に完了（予定含む）する主な工区

被災直後 完了

うすいそ とよまよつくら

まつかわおおす おおはま

【松川大洲地区海岸(漁)、大浜地区海岸(建)（相馬市）】※計画通り完了
災害に強い市街地を形成し、観光振興と生活利便性を向上させるための海岸堤防の整備が完
了した。（市道大洲松川線も合わせて完了）

完了

被災直後

被災直後

【資料１】

渋佐萱浜地区海岸

北泉小高線
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松川大洲地区海岸(漁)
大浜地区海岸(建)

市道大洲松川線

十二本松地区(治災)H27完

昼小屋地区(治災)H30完予定

全国植樹祭
会場

【渋佐萱浜地区海岸・北泉小高線（南相馬市）】※前倒し完了
平成３０年度開催の第６９回全国植樹祭や平成３０年度から順次開所する福島ロボットテスト
フィールドの整備に合わせて海岸堤防、道路を完成させた。

しぶさかいばま きたいずみおだか

完了

原町地区海岸防災林

渋佐萱浜地区海岸

全国植樹祭
会場

北原川

ﾛﾎﾞｯﾄﾃｽﾄﾌｨｰﾙﾄﾞ北泉小高線

大浜地区海岸(建)
松川大洲地区海岸(漁)

事業内容 Ｈ２９完了数

 河川

【相馬市】宇多川
【南相馬市】太田川
【楢葉町】木戸川、山田川
【いわき市】大久川、滑津川、神白川

７河川

 海岸

【相馬市】尾浜(漁)、松川大洲(漁)、大浜(建)
【南相馬市】渋佐萱浜(建)、塚原(建)
【富岡町】下小浜(漁)
【楢葉町】前原(建)、山田浜(建)、山田浜(農)
【広野町】夕筋(建)
【いわき市】久之浜(建)、志津(漁)、仁井田(建)、永崎(建)、関田(建)

１５海岸

 排水機場 【南相馬市】谷地 １箇所

 港湾・漁港
【新地町・相馬市】相馬港
【いわき市】小名浜港、中之作港、久之浜港
【新地町】釣師浜漁港

４港湾
１漁港

 道路

【双葉町】長塚請戸浪江線：２箇所
【南相馬市】北泉小高線
【楢葉町】広野小高線(本釜橋)、広野小高線(本釜１号)
【新地町】相馬亘理線(新地)

６箇所

 津波被災地道路

【新地町】金山新地停車場線(谷地小屋)
【南相馬市】原町海老相馬線(南海老烏崎)、北泉小高線(萱浜)
【いわき市】久之浜港線(久之浜・区画整理内)、久之浜港線(久之浜・区画整理外)
　　　　　　豊間四倉線(沼ノ内・北)、豊間四倉線(沼ノ内・南)
　　　　　　豊間四倉線(豊間)、泉岩間植田線(小浜)

９箇所

 防災緑地 【いわき市】沼ノ内地区防災緑地、薄磯地区防災緑地 ２箇所

 海岸防災林

 治山施設 【南相馬市】小沢地区護岸工 １地区

４６箇所合　計



津波被災地（帰還困難区域を除く）における復旧・復興事業の完了見通しについて

※津波による被災を受けた、浜通り沿岸部の９市町村（新地町、相馬市、南相馬市、浪江町、双葉町、富岡町、楢葉町、広野町、いわき市）内の事業。
※帰還困難区域、および内陸部の事業を除く。（帰還困難区域内について新たに災害査定を受けているが、完了見通しについては、他機関との調整等に影
響されるため、本表から除外している）

※海岸防災林は、環境省と旧避難指示区域内の仮置場等の撤去時期を調整している地区において、工事完了時期が未確定となっている。
※（ ）はH29.2.7時点の数値

平成３０年度までに約９割、復興・創生期間の最終年度である平成３２年度までに概ね完
了の予定です。

５．各事業の完了見通し（個別箇所の見通しは別添資料２のとおり）

平成３０年２月７日 農林水産部・土木部

４．今後の進捗見通し（概況）

【平成３０年度】
○夏井地区海岸、岩間佐糠地区海岸等のいわき市内の４海岸が完了予定。（いわき市の地区海岸
について全海岸完成）

○小沢排水機場等の８排水機場が完了予定。（排水機場(37箇所)完成）

【平成３１年度】
○原釜・尾浜地区、久之浜地区、四倉地区防災緑地の３地区が完了し、防災緑地（10地区）が
全て完了予定。

○南川原地区治山施設が完了し、治山施設（10地区）が全て完了予定。

【平成３２年度】
○河川（31箇所）、海岸（86箇所）、漁港・港湾（15箇所）が全て完了予定。
○道路（304箇所）が全て完了予定。
○津波被災地道路が全て（21箇所）が完了予定。
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整備状況写真

○多重防御状況（豊間地区）※H30完成予定

H27迄 H28迄 H29迄 H30迄 H31迄 H32迄

(H31) (31) (1) (11) (17) (28) (31) (31)

H32 31 1 11 18 25 28 31

(H31) (86) (21) (45) (63) (83) (86) (86)

H32 86 21 45 60 79 84 86

(H30) (37) (27) (28) (32) (37) (37) (37)

H30 37 27 28 29 37 37 37

(H30) (15) (4) (5) (13) (15) (15) (15)

H32 15 4 5 10 14 14 15

(H30) (304) (285) (293) (300) (304) (304) (304)

H32 304 285 293 299 300 300 304

(H32) (21) (1) (5) (10) (19) (20) (21)

H32 21 1 5 14 19 20 21

(H31) (10) (1) (3) (7) (10) (10)

H31 10 1 3 7 10 10

(H32) (9) (1) (1) (1) (1) (3) (9)

H32 9 1 1 1 1 3 9

(H30) (10) (5) (6) (7) (10) (10) (10)

H31 10 5 6 7 9 10 10

(523) (345) (395) (446) (504) (516) (523)

523 345 395 441 491 506 523

(66%) (76%) (85%) (96%) (99%) (100%)

66% 76% 84% 94% 97% 100%

完了
年度

事業
箇所

事業進捗見通し（箇所・地区・工区数[累計]）

被災した治山施設（防潮堤、護岸工、盛
土）を復旧する

被災した排水機場を復旧する。（海岸堤
防に隣接し湛水被害を防止するポンプ場
や樋門などの復旧）

被災した港湾及び漁港の防波堤や岸壁等
の施設を復旧する

被災した道路を原形に復旧する

津波の襲来前に内陸部や高台に速やかに
避難するための道路（バイパス・拡幅）
を整備する

津波を軽減し、市街地を守るために新た
に植樹や盛土を築造する

津波や飛砂、強風等から農地を守る防災
林を新たに築造する

防災緑地

海岸防災林

治山施設

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

対象施設 事業内容

全体

完了率

① 河川
被災した河川の堤防を復旧または新たに
築造・かさ上げする

② 海岸
被災した海岸の堤防を復旧または新たに
築造・かさ上げ及び消波堤や離岸堤等の
復旧をする

⑨

排水機場

港湾・漁港

道路

津波被災地道路

○多重防御状況（広野町・浅見川地区）※H28完成
あさみがわ

とよま

○現地見学会（弁天川） ※H28完成

べんてんかわ

○現地見学会（神白川） ※H29完成

かじろがわ

※地域住民を対象に水門の見学会を実施。 ※いわき海星高校生を対象に水門の見学会を実施。


