
 

（様式１－３） 

福島県（双葉町）帰還環境整備事業計画 帰還環境整備事業等個票 

平成３０年１月時点 

NO. １ 事業名 個人線量計校正事業 事業番号 (3) – 23 - 1 

交付団体 双葉町 事業実施主体（直接/間接） 双葉町（直接） 

総交付対象事業費 (33,291千円)   

42,633千円   

全体事業費      （61,905千円） 

   61,317千円 

帰還環境整備に関する目標 

双葉町復興まちづくり計画において住民の帰還に向けた様々な取り組みがなされているが、避難指示が

解除されていないという現状では、町民の方は大変厳しい避難生活を強いられている。今後も避難生活の長

期化による健康への不安、特に若年層の放射線に関する不安、さらには双葉町内への一時立ち入りによる放

射線の影響が何よりも懸念されるところである。このため、町民の内部被ばく検査を継続的に実施し、放射

線の健康影響に対する不安を払しょくし、避難生活を安全・安心して送れるとともに、やがて帰還促進の意

向を加速化するものである。 

事業概要 

福島県内及び福島県隣県に避難されている双葉町民に貸与している個人線量計およびサーベイメーター

の精度の維持を保つため点検、校正業務を行なう。 

当面の事業概要 

＜平成３０年度＞ 

○健康福祉課対象者世帯用個人線量計 １，２３６台  サーベイメーター ５台 

個人線量計の貸与（記録用紙同封） → （報告用紙送付）６カ月毎に積算線量報告 → 健康管理シス

テム入力 → 線量計の校正回収 → 校正済線量計発送（記録用紙同封・報告用紙送付） → 健康管理

システム入力   

サーベイメーターは都度申請し、貸出す。 

 

○住民生活課対象者世帯用 ２００台 

町民自らが放射線量を確認するため、遠方の町民等に貸与するための個人線量計の校正を行なう。 

 

＜平成３１年度＞ 

平成３０年度と同様に実施予定 

地域の帰還環境整備との関係 

個人線量計を使用し、町民自らが今後の町内立入りにおいて、放射線量を確認することで、町で生活する

上での不安を解消し、双葉町への帰還意欲を高める。 

関連する事業の概要 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 

  



 

（様式１－３） 

福島県（双葉町）帰還環境整備事業計画 帰還環境整備事業等個票 

平成３０年１月時点 

NO. ２ 事業名 尿による内部被ばく検査事業 事業番号 (3) - 23 - 2 

交付団体 双葉町 事業実施主体（直接/間接） 直接 

総交付対象事業費      (47,682 千円) 

52,391（千円） 

全体事業費      (66,324千円) 

61,809千円 

帰還環境整備に関する目標 

双葉町復興まちづくり計画において住民の帰還に向けた様々な取り組みがなされているが、避難指示が

解除されていないという現状では、町民の方は大変厳しい避難生活を強いられている。今後も長期化による

健康への不安、特に若年層の放射線に関する不安、さらには双葉町内への一時立ち入りによる放射線の影響

が何よりも懸念されるところである。このため、町民の内部被ばく検査を継続的に実施し、放射線の健康影

響に対する不安を払しょくし、避難生活を安全・安心して送れるとともに、やがて帰還促進の意向を加速化

するものである。 

事業概要 

 すべての町民を対象に尿による内部被ばく検査を実施する。特に県内に避難している町民は、食品に含ま

れているかもしれない放射性物質を知らずに摂取することによる健康被害に多少の不安を持っている。そ

のため、継続的な尿検査を行なうことによりその不安を払しょくすることとする。 

なお、当該事業は平成 24年度から実施し、町民及び町が毎年経過観察を行っている。 

 

当面の事業概要 

＜平成３０年度＞ 

対象者：全町民 （尿 2000ml・500ml オムツ１kg）   

  全町民へ検査希望案内送付 → 希望者へ採尿キット送付 → 検体送付 

 → 検査結果通知（町・受診者） 

 

＜平成３１年度＞ 

平成３０年度と同様に実施予定 

地域の帰還環境整備との関係 

日常、生活する上で被ばくのリスクは常に意識しているものの、知らない内に体内に入っていることもあ

るので、検査を行なうことにより体調管理に努めていただき、今後町内立入り、事業の再開、防犯対策など

住民がこれら取組を実施することで帰還の促進を図る。 

関連する事業の概要 

 

 

 

  



 

（様式１－３） 

福島県（双葉町）帰還環境整備事業計画 帰還環境整備事業等個票 

平成３０年１月時点 

NO. ３ 事業名 甲状腺検査事業 事業番号 (3) – 23 - 3 

交付団体 双葉町 事業実施主体（直接/間接） 直接 

総交付対象事業費       (10,788千円) 

     12,713千円 

全体事業費        (17,114千円) 

      16,563千円 

帰還環境整備に関する目標 

双葉町復興まちづくり計画において住民の帰還に向けた様々な取り組みがなされているが、避難指示が

解除されていないという現状では、町民の方は大変厳しい避難生活を強いられている。今後も長期化による

健康への不安、特に若年層の放射線に関する不安、さらには双葉町内への一時立ち入りによる放射線の影響

が何よりも懸念されるところである。このため、町民の内部被ばく検査等を継続的に実施し、放射線の健康

影響に対する不安を払しょくし、避難生活を安全・安心に送れる環境をつくるとともに、やがて帰還促進の

意向を加速化するものである。 

事業概要 

 甲状腺検査は、震災当時３９歳以下の町民を対象に実施する。 

 

当面の事業概要 

＜平成３０年度＞ 

① 対象者を抽出し、該当者に指定医療機関名一覧を通知する。 

② 検査希望者は近隣の指定医療機関にて受検する。 

③ 検査結果について、受検者自らは健康管理手帳に綴るとともに、町は健康管理システムにデータを保存

する。 

 

＜平成３１年度＞ 

平成３０年度と同様に実施予定 

 

地域の帰還環境整備との関係 

日常、生活する上で被ばくのリスクは常に意識しているものの、知らない内に体内に入っていることもあ

るため、町民には各種検査を行なうことにより体調管理に努めていただき、今後、町内立入り、事業の再

開、防犯対策などの取組を実施することで、住民帰還の促進を図る。 

関連する事業の概要 

 

 

 

  



 

（様式１－３） 

福島県（双葉町）帰還環境整備事業計画 再生加速化事業等個票 

平成３０年１月時点 

NO. 6 事業名 自家消費野菜等放射能検査事業 事業番号 (3)-23-5 

交付団体 双葉町 事業実施主体（直接/間接） 双葉町（直接） 

総交付対象事業費 （4,997千円） 

5,645千円 

全体事業費 （16,345千円） 

6,941千円 

帰還環境整備に関する目標 

双葉町においては、帰還困難区域内の特定復興再生拠点について、平成３３年度末を目標

に避難指示が解除されるように整備が進められるところである。 

一方、避難されている町民の方々は未だ放射線に関する不安が懸念されるところである。 

このため、食品摂取の観点から、町民からの検査依頼により、自家消費野菜等の放射能検

査を行うことで、避難生活を安全・安心して送れるとともに、やがて帰還促進の意向を加速

化するものである。 

事業概要 

福島県内２か所に設置してある食品放射能簡易測定システムを使用し、自家消費野菜等の

放射能検査を行う。 

当面の事業概要 

＜平成３０年度＞ 

・福島県内に設置した検査機器の点検委託 

 ３台（日立製作所（旧日立アロカメディカル㈱）製） 

（郡山支所 2台並びにいわき事務所１台） 

 

＜平成３１年度＞ 

・平成３０年度同様実施予定 

 

地域の帰還環境整備との関係 

未だに福島県産野菜等の風評が根強いため、希望する町民向けに、県内産の野菜等の検査

を通じ、安全・安心を確保することにより帰還の促進を図る。 

関連する事業の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

（様式１－３） 

福島県（双葉町）帰還環境整備事業計画 帰還環境整備事業等個票 

平成３０年１月時点 

NO. 14 事業名 双葉町新市街地開発事業関連計画策定事業 事業番号 (1)-10-2 

交付団体 双葉町 事業実施主体（直接/間接） 双葉町（直接） 

総交付対象事業費 （35,305千円） 

27,501千円 

全体事業費 62,806千円 

帰還環境整備に関する目標 

町域の 96％が帰還困難区域に指定されている双葉町は、「双葉町復興まちづくり計画（第二次）平成 28

年 12月策定。以下「二次計画」という。）」により、町域の 4％の避難指示解除準備区域から双葉駅周辺の

比較的線量が低い地域にかけてのエリアを「町内復興拠点」と定め、当該エリアを中心に復旧・復興事業

を重点的に進めていくこととしている。 

二次計画において、具体的には、魅力ある住環境と確固たる産業基盤を兼ね備えた「町内復興拠点」の

実現を目指し、まずは、避難指示解除準備区域である浜野・両竹地区に中野地区復興産業拠点等の「働く

場」と「発信の場」を整備するとともに、生活拠点の早期整備に向け、既成市街地の再生に加えてＪＲ双

葉駅西側地区を新市街地としての開発を進めることとしているところ。 

こうした中、二次計画を具現化するための新市街地整備や既成市街地の再生の具体的な方向性や、町内

における各種の公共・公益機能の回復の在り方等について住民参画の下で検討を深めること等により、双

葉町における新市街地の効果的な整備に繋げ、町の復興の加速化を図ることを目標とする。 

事業概要 

双葉町復興まちづくり計画（第二次）に掲げた取組みを具現化するため、復興まちづくり計画推進会議

及び同幹事会（庁内）による議論を中心としつつ、復興町民委員会など町民等の意見を踏まえながら実施

計画の改定を行うとともに、拠点整備に係る個別課題の整理等を行う。 

当面の事業概要 

双葉町復興まちづくり計画（第二次）に掲げた施策を具体化するため、復興まちづくり計画推進会議及び

同幹事会（庁内）、復興町民委員会等を開催し、双葉町復興まちづくり計画（第二次）の事業計画を改定す

るとともに、一部の検討を外部委託しながら、拠点整備に係る個別課題の整理を行う。 

特に平成 30年度は、平成 31年度末頃のＪＲ双葉駅周辺の避難指示の先行解除、平成 34年春頃の特定復

興再生拠点区域の避難指示の解除を目標として掲げた「双葉町・特定復興再生拠点区域復興再生計画」が内

閣総理大臣認定を受けたことを踏まえ、時間軸を意識しながら、平成 31年度末頃の町開きに向けた行程整

理を行うとともに、平成 34年春頃における帰還に向けた計画の骨子を整理する。 

地域の帰還環境整備との関係 

町全域が避難指示区域（内 96％の区域が帰還困難区域）となっている双葉町の復興を推進する上で、ま

ずは町内の避難指示解除準備区域に「働く拠点」を整備し、町への人の流れを生むことが必要不可欠であ

る。その上で、二次計画等に基づき、ＪＲ双葉駅の周辺に「生活拠点」の整備を進め、長期的な視点で順次

帰還を進めていく必要がある。 

こうした中、二次計画を具現化するための新市街地整備や既成市街地の再生の具体的な方向性や、町内に

おける各種の公共・公益機能の回復の在り方等について住民参画の下で検討を深めること等により、双葉町

における新市街地の効果的な整備に繋げ、町の復興の加速化を図る必要がある。 

関連する事業の概要 

【中野地区復興産業拠点整備事業】 

（加速化交付金（帰還環境整備事業）（１）８．「一団地の復興再生拠点」事業で実施） 

双葉町の中野地区に「事業再開や企業誘致の受け皿として、事業用地や共同事業所等」の整備を推進する

ことにより、双葉町の復興の先駆けとなる復興産業拠点の早期整備を図り、双葉町の復興を加速化する。 

 



 

【双葉駅西側地区生活拠点等整備事業】 

（加速化交付金（帰還環境整備事業）（１）８．「一団地の復興再生拠点」事業で実施） 

双葉駅西側地区等に生活拠点の整備と生活関連サービスの提供に向けた環境整備を先行的に推進するこ

とにより、住民帰還や新たな住民の受け皿となる生活拠点を整備するとともに、新市街地である駅西側と既

成市街地である駅東側の歩行者動線を確保しつつ、中野地区復興産業拠点等と連携した駅東側の駅前広場

の再整備等、新たな町の姿に応じた交通結節点となる施設整備を行うことにより、早期の魅力的な帰還環境

整備を図り、双葉町の復興を加速化する。 

 

  



 

（様式１－３） 

福島県（双葉町）帰還環境整備事業計画 帰還環境整備事業等個票 

平成３０年１月時点 

NO. 16 事業名 中野地区復興産業拠点整備事業（企業誘致活動促進） 事業番号  (6)-46-1 

交付団体 福島県双葉町 事業実施主体（直接/間接） 福島県双葉町（直接） 

総交付対象事業費 （45,529千円） 

20,800千円 

全体事業費 66,329千円 

帰還環境整備に関する目標 

町域の 96％が帰還困難区域に指定されている双葉町は、「双葉町復興まちづくり計画（第二次）平成 28

年 12 月策定。以下「二次計画」という。）」により、町域の 4％の避難指示解除準備区域から双葉駅周辺の

比較的線量が低い地域にかけてのエリアを「町内復興拠点」と定め、当該エリアを中心に復旧・復興事業を

重点的に進めていくこととしている。 

二次計画では、町内復興拠点の中でも特に、避難指示解除準備区域であり、かつ、津波リスクが低い中野

地区を「復興産業拠点」として位置付けており、福島第一原子力発電所との近接性等も踏まえ、廃炉・除染・

インフラ復旧等に従事する事業所の先行立地を図るほか、廃炉に関わる研究機関等を誘致することとして

いるところ。また、あわせて、当該区域に、就業者を対象とした商業・生活関連サービスを担う事業者の立

地を図るとともに、復興祈念公園との連携も考えながら施設整備を進め、復興産業拠点を、町の復興の先駆

けとなる複合的な機能を持った拠点として整備し、同拠点において平成 30年頃の企業活動開始を目指すと

した二次計画の実現に遅れが生じないよう、その整備を着実に進めていきたいと考えているところ。 

このような状況を踏まえ、本事業は、中野地区復興産業拠点に事業再開や企業誘致の受け皿として、共同

事業者や産業用地等を確保することにより、双葉町の復興の先駆けとなる復興産業拠点の早期整備を図り、

双葉町の復興を加速化することを目標とする。 

なお、本事業については、昨年９月に内閣総理大臣より認定を受けた「双葉町特定復興再生拠点区域復興

再生計画」においても、産業に関する取組中「新規事業者誘致のための企業誘致方策の検討・実施」として

位置付けているところ。 

 

事業概要 

本事業は、中野地区復興産業拠点での新たな産業、雇用創出のため、企業誘致を強力に推進するもの。 

 

＜今回要求額内訳＞ 

  企業立地推進事業   20,800千円 

 

＜参考：これまでの交付対象事業費＞ 

企業立地基礎調査（第 16回募集）    34,549千円 

企業立地推進事業（第 18回募集）    10,980千円 

 

 

当面の事業概要 

【平成 29年度】 

・企業立地に係る調査、広報、研修、研究及び説明会開催 

・個別企業訪問、企業情報整理 

 

【平成 30年度】 

 ・企業立地に係る広報・説明会開催 

・現地視察会、企業情報整理 

・企業誘致戦略会議 



 

地域の帰還環境整備との関係 

町全域が避難指示区域（内 96％の区域が帰還困難区域）となっている双葉町の復興を推進する上で、ま

ずは町内の避難指示解除準備区域である中野地区に「働く拠点」を整備し、町への人の流れを生むことが必

要不可欠である。中野地区における企業誘致活動を行い、同地区に復興産業拠点を構成する産業を創出する

ことにより、町内外の雇用の受け皿とする必要がある。 

 

関連する事業の概要 

【中野地区復興産業拠点整備事業】 

双葉町の復興の先駆けとなる復興産業拠点の早期整備を図り、双葉町の復興を加速化するため、事業再開

や新規事業の開始に必要な事業所等を立地するための用地整備等を行う。 

 

【中野地区復興産業拠点アクセス道路整備事業（福島県）】 

復興産業拠点の整備と合わせて、常磐自動車道に新たに整備される双葉ＩＣ（仮称）と国道６号を結ぶ、

県道井手長塚線の整備を進める。 

 

 

  



 

（様式１－３） 

福島県（双葉町）帰還環境整備事業計画 帰還環境整備事業等個票 

平成３０年１月時点 

NO. 21 事業名 双葉駅西側地区生活拠点等整備事業 事業番号 (1)-8-4 

交付団体 福島県双葉町 事業実施主体（直接/間接） 福島県双葉町（直接） 

総交付対象事業費 1,732,980（千円） 全体事業費 9,187,891（千円） 

帰還環境整備に関する目標 

町域の 96％が帰還困難区域に指定されている双葉町は、「双葉町復興まちづくり計画（第二次）平成 28

年 12月策定。以下「二次計画」という。）」により、町域の 4％の避難指示解除準備区域から双葉駅周辺の

比較的線量が低い地域にかけてのエリアを「町内復興拠点」と定め、当該エリアを中心に復旧・復興事業

を重点的に進めていくこととしている。 

双葉駅周辺地区は、双葉町・特定復興再生拠点区域復興再生計画（以下「拠点計画」という。）の中心

地区であり、「ＪＲ双葉駅を中心とする町内の低線量区域に「新たな産業・雇用の場」と連携した「新た

な生活の場」の確保と「既成市街地の再生」を推進する」こと等によって帰還環境整備を進め、平成 34

年春頃（JR双葉駅周辺の一部の区域については平成 32年春まで）の避難指示解除による住民帰還を目指

す同計画の実現に遅れが生じないよう、迅速かつ着実な整備を進める必要がある。 

このような状況を踏まえ、本事業は、双葉駅西側地区等に、町主導による生活拠点の整備と生活関連サー

ビスの提供に向けた環境整備を先行的に推進することにより、住民帰還や新たな住民の受け皿となる生活

拠点を整備するとともに、新市街地である駅西側と既成市街地である駅東側の歩行者動線を確保しつつ、中

野地区復興産業拠点等と連携した駅東側の駅前広場の再整備等、新たな町の姿に応じた交通結節点となる

施設整備を行うことにより、早期の魅力的な帰還環境整備を図り、双葉町の復興を加速化することを目標と

する。 

事業概要 

ＪＲ双葉駅周辺区域のうち比較的住宅が密集していない駅西側地区に、町主導により、生活拠点の整備

と生活関連サービスの提供に向けた環境整備を先行的に実施し、良質な歩行者空間を備え、住民帰還や新

たな住民の受け皿となるコンパクトな生活拠点の整備（宅地等造成）を行う。その上で、駅西側の駅前

に、生活関連機能を集約した交流拠点施設（官民複合施設）を整備するとともに、「災害公営住宅整備事

業」及び「福島再生賃貸住宅整備事業」を活用し、住宅施設等の整備を行う。 

また、ＪＲ双葉駅西側からの駅利用の利便性向上を図るとともに、東西の歩行者動線を確保するため、

東西自由通路や駅改良等の整備を行う。 

さらに、ＪＲ双葉駅東側の駅前について、国道６号からのアクセスや、中野地区復興産業拠点や復興祈

念公園との近接性を踏まえ、交通広場として再整備を行う。 

当面の事業概要 

【平成 29年度】 

＜駅西生活拠点・駅東交通広場＞ 

■実地測量・ボーリング調査の実施、基本設計、用地事前交渉、都市計画事前準備 

二次計画や拠点計画を踏まえ、実地測量・ボーリング調査を行う。あわせて、調査結果を踏ま

え、可能な部分については、用地事前交渉を始め、基本設計を行う。また、平成 30年度上期にお

ける都市計画決定に向け、復興整備計画の作成等の準備を進める。 

  

整地基本設計費  ：  7,350千円 

道路基本設計費  ： 11,116千円 

平面交差基本設計費：  7,700千円 

   実地測量費    ： 41,260千円 

    ボーリング調査費 ： 16,850千円 



 

    事業計画等    ：  3,120千円 

    コーディネート費 ： 21,194千円      合計：108,670千円 

 

＜駅東西自由通路等＞ 

■基本設計 

   駅東西自由通路等について、二次計画や拠点計画を踏まえ、基本設計を行う。また、平成 30年度

上期における都市計画決定に向け、復興整備計画の作成等の準備を進める。なお、整備後の駅東西

自由通路については、町道として道路認定を行う予定である。 

 

      基本設計費： 27,216千円 

     基本設計管理費：  2,724千円       合計： 29,940千円 

 

【平成 30年度】 

＜駅西生活拠点・駅東交通広場＞ 

■用地取得、実施設計 

平成 30年 3月に予定している一団地の福島復興再生拠点施設としての都市計画決定を踏まえ、基本

設計に基づく実施設計の策定、道路法に基づく道路（事前）協議、都市計画法に基づく開発許認可

などの開発に必要な法的手続きを行う。また、これらを踏まえ、土地権利者の譲渡に向けた同意を

得た上で、用地取得に具体的に着手する。 

   （今回申請分） 

          土地鑑定費：   7,200千円 

物件調査費： 458,939千円 

測量費：  6,745千円 

実施設計費：  87,864千円 

街区確定計算測量：   6,355千円 

コーディネート費：  14,553千円    （合計） 581,656千円 

 

＜交流拠点施設（官民複合施設・住宅施設）＞ 

■基本構想 

  二次計画や拠点計画を踏まえ、官民複合施設その他の駅西地区の建造物に係る基本構想を策定する。 

 

   （今回申請分） 

        基本構想策定費： 51,147千円 

コーディネート費： 31,161千円    （合計） 82,308千円 

 

＜駅東西自由通路等＞ 

■実施設計、工事 

  基本設計を踏まえ、実施設計及び工事を行う。 

 

（今回申請分） 

            実施設計費：   39,420千円 

            工事費： 1,029,596千円   （合計） 1,069,016千円 

 

※ ＪＲ常磐線を跨ぐ自由通路部分については、平成 31年度末における同路線の全線開通前に 

工事を行うことによりその工期及び工費の圧縮を図るため、駅西地区生活拠点の面的整備に 

先立ち、特に速やかに整備を行う。 

 



 

【平成 31年度】 

＜駅西生活拠点・駅東交通広場＞ 

■用地取得、実施設計、工事 

基本設計に基づく実施設計の策定、道路法に基づく道路（事前）協議、都市計画法に基づく開発許

認可などの開発に必要な法的手続きを行う。また、これらを踏まえ、土地権利者の譲渡に向けた同

意を得た上で、用地取得に具体的に着手する。 

 

＜交流拠点施設（官民複合施設）＞ 

■基本設計 

    基本構想を踏まえ、基本設計を行う。 

 

＜駅東西自由通路等＞ 

■工事 

   平成 31年度末における JR常磐線の全線開通に間に合うよう、速やかに整備を行い、年度末までに

おける供用開始を目指す。 

 

【平成 32年度以降】 

＜駅西生活拠点・駅東交通広場＞ 

■工事 

  平成 33 年度末頃における生活拠点等の供用開始（災害公営住宅整備事業等による住宅建築含む。）

を目指し、宅地造成・建築工事を進める。 

 

＜交流拠点施設（官民複合施設）＞ 

■実施設計・工事 

   平成 33年度末頃における供用開始を目指し、建築工事を進める。 

 

地域の帰還環境整備との関係 

町全域が避難指示区域（内 96％の区域が帰還困難区域）となっている双葉町の復興を推進する上で、ま

ずは町内の避難指示解除準備区域に「働く拠点」を整備し、町への人の流れを生むことが必要不可欠であ

る。その上で、二次計画や拠点計画に基づき、ＪＲ双葉駅の周辺に「生活拠点」の整備を進め、長期的な視

点で順次帰還環境の整備を進めていく必要がある。 

関連する事業の概要 

【中野地区復興産業拠点の整備】 

双葉町の中野地区に、「事業再開や企業誘致の受け皿として、事業用地や共同事業所等」の整備を推

進することにより、双葉町の復興の先駆けとなる復興産業拠点の早期整備を図り、町への人の流れを創

出する。 

【災害公営住宅整備事業】 

  造成した宅地に、帰還する町民の受け皿となる災害公営住宅の整備等を行い、早期の帰還環境整備と

コンパクトな生活拠点の形成を図る。 

【福島再生賃貸住宅整備事業】 

  造成した宅地に、帰還する町民や新規転入者の受け皿となる賃貸住宅の整備等を行い、早期の帰還環

境整備とコンパクトな生活拠点の形成を図る。 

 

 

 

 

  



 

（様式１－３） 

福島県（双葉町）帰還環境整備事業計画 帰還環境整備事業等個票 

平成３０年１月時点 

NO. 22 事業名 双葉駅西側地区生活拠点等整備事業（調整池等） 事業番号 ◆ (1)-8-4-1 

交付団体 福島県双葉町 事業実施主体（直接/間接） 福島県双葉町（直接） 

総交付対象事業費 28,705（千円） 全体事業費 961,795（千円） 

帰還環境整備に関する目標 

町域の 96％が帰還困難区域に指定されている双葉町は、「双葉町復興まちづくり計画（第二次）平成 28

年 12月策定。以下「二次計画」という。）」により、町域の 4％の避難指示解除準備区域から双葉駅周辺の

比較的線量が低い地域にかけてのエリアを「町内復興拠点」と定め、当該エリアを中心に復旧・復興事業

を重点的に進めていくこととしている。 

双葉駅周辺地区は、双葉町・特定復興再生拠点区域復興再生計画（以下「拠点計画」という。）の中心

地区であり、「ＪＲ双葉駅を中心とする町内の低線量区域に「新たな産業・雇用の場」と連携した「新た

な生活の場」の確保と「既成市街地の再生」を推進する」こと等によって帰還環境整備を進め、平成 34

年春頃（JR双葉駅周辺の一部の区域については平成 32年春まで）の避難指示解除による住民帰還を目指

す同計画の実現に遅れが生じないよう、迅速かつ着実な整備を進める必要がある。 

このような状況を踏まえ、本事業は、双葉駅西側地区等に、町主導による生活拠点の整備と生活関連サー

ビスの提供に向けた環境整備を先行的に推進することにより、住民帰還や新たな住民の受け皿となる生活

拠点を整備するとともに、新市街地である駅西側と既成市街地である駅東側の歩行者動線を確保しつつ、中

野地区復興産業拠点等と連携した駅東側の駅前広場の再整備等、新たな町の姿に応じた交通結節点となる

施設整備を行うことにより、早期の魅力的な帰還環境整備を図り、双葉町の復興を加速化することを目標と

する。 

事業概要 

駅西地区生活拠点等の整備に伴い、必要となる調整池の整備を行う。 

 

当面の事業概要 

【平成 29年度】 

■基本設計 

二次計画や拠点計画を踏まえ、上下水道管網の基本設計を行う。 

  

上水道管網基本設計費        ：3,094千円 

下水道管網（雨汚水分流）基本設計費 ：6,437千円     合計：9,530千円 

 

【平成 30年度】 

■用地取得、実施設計 

基本設計を踏まえ、調整池の実施設計を行う。 

 

  （今回申請分） 

       実施設計費： 28,705千円 

 

【平成 31年度以降】 

■用地取得、実施設計、工事 

  平成 33 年度末頃における住宅団地等の供用開始（災害公営住宅整備事業等による住宅建築含む。）

を目指し、実施設計・施工を進める。 

 



 

地域の帰還環境整備との関係 

町全域が避難指示区域（内 96％の区域が帰還困難区域）となっている双葉町の復興を推進する上で、ま

ずは町内の避難指示解除準備区域に「働く拠点」を整備し、町への人の流れを生むことが必要不可欠であ

る。その上で、二次計画や拠点計画に基づき、ＪＲ双葉駅の周辺に「生活拠点」の整備を進め、長期的な視

点で順次帰還環境の整備を進めていく必要がある。 

関連する事業の概要 

【中野地区復興産業拠点の整備】 

双葉町の中野地区に、「事業再開や企業誘致の受け皿として、事業用地や共同事業所等」の整備を推

進することにより、双葉町の復興の先駆けとなる復興産業拠点の早期整備を図り、町への人の流れを創

出する。 

【災害公営住宅整備事業】 

  造成した宅地に、帰還する町民の受け皿となる災害公営住宅の整備等を行い、早期の帰還環境整備と

コンパクトな生活拠点の形成を図る。 

【福島再生賃貸住宅整備事業】 

  造成した宅地に、帰還する町民や新規転入者の受け皿となる賃貸住宅の整備等を行い、早期の帰還環

境整備とコンパクトな生活拠点の形成を図る。 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号 (1)-8-4 

事業名 双葉駅西側地区生活拠点等整備事業 

交付団体 福島県双葉町 

基幹事業との関連性 

本事業は、双葉駅西側地区等に、町主導による住宅団地の整備と生活関連サービスの提供に向けた整備を

先行的に推進する上で、必要となる同拠点内のインフラ整備に向け、調整池の整備を行うもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（様式１－３） 

福島県（双葉町）帰還環境整備事業計画 帰還環境整備事業等個票 

平成３０年１月時点 

NO. 23 事業名 双葉駅西側地区生活拠点等下水道整備事業 事業番号 (1)-12-2 

交付団体 福島県双葉町 事業実施主体（直接/間接） 福島県双葉町（直接） 

総交付対象事業費 45,614（千円） 全体事業費 1,831,114（千円） 

帰還環境整備に関する目標 

町域の 96％が帰還困難区域に指定されている双葉町は、「双葉町復興まちづくり計画（第二次）平成 28

年 12月策定。以下「二次計画」という。）」により、町域の 4％の避難指示解除準備区域から双葉駅周辺の

比較的線量が低い地域にかけてのエリアを「町内復興拠点」と定め、当該エリアを中心に復旧・復興事業

を重点的に進めていくこととしている。 

双葉駅周辺地区は、双葉町・特定復興再生拠点区域復興再生計画（以下「拠点計画」という。）の中心

地区であり、「ＪＲ双葉駅を中心とする町内の低線量区域に「新たな産業・雇用の場」と連携した「新た

な生活の場」の確保と「既成市街地の再生」を推進する」こと等によって帰還環境整備を進め、平成 34

年春頃（JR双葉駅周辺の一部の区域については平成 32年春まで）の避難指示解除による住民帰還を目指

す同計画の実現に遅れが生じないよう、迅速かつ着実な整備を進める必要がある。 

このような状況を踏まえ、本事業は、双葉駅西側地区等に、町主導による生活拠点の整備と生活関連サー

ビスの提供に向けた環境整備を先行的に推進することにより、住民帰還や新たな住民の受け皿となる生活

拠点を整備するとともに、新市街地である駅西側と既成市街地である駅東側の歩行者動線を確保しつつ、中

野地区復興産業拠点等と連携した駅東側の駅前広場の再整備等、新たな町の姿に応じた交通結節点となる

施設整備を行うことにより、早期の魅力的な帰還環境整備を図り、双葉町の復興を加速化することを目標と

する。 

事業概要 

双葉駅西側地区等の整備に伴い、必要となる下水道網の整備を行う 

 

当面の事業概要 

【平成 29年度】 

■基本設計 

二次計画や拠点計画を踏まえ、上下水道管網の基本設計を行う。 

    上水道管網基本設計費       ： 3,094千円 

下水道管網（雨汚水分流）基本設計費： 6,437千円    合計： 9,530千円 

 

【平成 30年度】 

＜駅西生活拠点・駅東交通広場＞ 

■都市計画、実施設計 

平成 30年 3月に予定している一団地の福島復興再生拠点施設としての都市計画決定を踏まえ、基

本設計に基づく実施設計の策定、施工を実施する。 

 

   （今回申請分） 

      実施設計費： 45,614千円 

 

【平成 31年度】 

＜駅西生活拠点・駅東交通広場＞ 

■実施設計、工事 

  平成 33 年度末頃における生活拠点等の供用開始（災害公営住宅整備事業等による住宅建築含む。）



 

を目指し、宅地造成・建築工事を進める。 

 

地域の帰還環境整備との関係 

町全域が避難指示区域（内 96％の区域が帰還困難区域）となっている双葉町の復興を推進する上で、ま

ずは町内の避難指示解除準備区域に「働く拠点」を整備し、町への人の流れを生むことが必要不可欠であ

る。その上で、二次計画や拠点計画に基づき、ＪＲ双葉駅の周辺に「生活拠点」の整備を進め、長期的な視

点で順次帰還環境の整備を進めていく必要がある。 

関連する事業の概要 

【中野地区復興産業拠点の整備】 

双葉町の中野地区に、「事業再開や企業誘致の受け皿として、事業用地や共同事業所等」の整備を推

進することにより、双葉町の復興の先駆けとなる復興産業拠点の早期整備を図り、町への人の流れを創

出する。 

【災害公営住宅整備事業】 

  造成した宅地に、帰還する町民の受け皿となる災害公営住宅の整備等を行い、早期の帰還環境整備と

コンパクトな生活拠点の形成を図る。 

【福島再生賃貸住宅整備事業】 

  造成した宅地に、帰還する町民や新規転入者の受け皿となる賃貸住宅の整備等を行い、早期の帰還環

境整備とコンパクトな生活拠点の形成を図る。 

 

 

  



 

（様式１－３） 

福島県（双葉町）帰還環境整備事業計画 帰還環境整備事業等個票 

平成３０年１月時点 

NO. 24 事業名 双葉町復興拠点整備事業関連埋蔵文化財発掘調査事業 

(双葉駅西側地区) 

事業番号 (1)-17-2 

交付団体 福島県双葉町 事業実施主体（直接/間接） 福島県双葉町（直接） 

総交付対象事業費 2,636（千円） 全体事業費 2,636（千円） 

帰還環境整備に関する目標 

町域の 96％が帰還困難区域に指定されている双葉町は、「双葉町復興まちづくり計画（第二次）平成 28

年 12月策定。以下「二次計画」という。）」により、町域の 4％の避難指示解除準備区域から双葉駅周辺の

比較的線量が低い地域にかけてのエリアを「町内復興拠点」と定め、当該エリアを中心に復旧・復興事業

を重点的に進めていくこととしている。 

双葉駅周辺地区は、双葉町・特定復興再生拠点区域復興再生計画（以下「拠点計画」という。）の中心

地区であり、「ＪＲ双葉駅を中心とする町内の低線量区域に「新たな産業・雇用の場」と連携した「新た

な生活の場」の確保と「既成市街地の再生」を推進する」こと等によって帰還環境整備を進め、平成 34

年春頃（JR双葉駅周辺の一部の区域については平成 32年春まで）の避難指示解除による住民帰還を目指

す同計画の実現に遅れが生じないよう、迅速かつ着実な整備を進める必要がある。 

このような状況を踏まえ、本事業は、双葉駅西側地区等に、町主導による生活拠点の整備と生活関連サ

ービスの提供に向けた環境整備を先行的に推進することにより、住民帰還や新たな住民の受け皿となる生

活拠点を整備するとともに、新市街地である駅西側と既成市街地である駅東側の歩行者動線を確保しつ

つ、中野地区復興産業拠点等と連携した駅東側の駅前広場の再整備等、新たな町の姿に応じた交通結節点

となる施設整備を行うことにより、早期の魅力的な帰還環境整備を図り、双葉町の復興を加速化すること

を目標とする。 

事業概要 

本事業は、駅西地区生活拠点等整備事業に伴い、埋蔵文化財の有無、所在する場合の範囲や性質等を明ら

かにするため、試掘調査を行うものである。 

当面の事業概要 

＜平成 30年度＞埋蔵文化財試掘調査、調査報告 

 

地域の帰還環境整備との関係 

町全域が避難指示区域（内 96％の区域が帰還困難区域）となっている双葉町の復興を推進する上で、まず

は町内の避難指示解除準備区域に「働く拠点」を整備し、町への人の流れを生むことが必要不可欠である。

その上で、二次計画等に基づき、ＪＲ双葉駅の周辺に「生活拠点」の整備を進め、長期的な視点で順次帰還

を進めていく必要がある。 

関連する事業の概要 

【双葉駅西側地区生活拠点等整備事業】 

（加速化交付金（帰還環境整備事業）（１）８．「一団地の復興再生拠点」事業で実施） 

双葉駅西側地区等に生活拠点の整備と生活関連サービスの提供に向けた環境整備を先行的に推進するこ

とにより、住民帰還や新たな住民の受け皿となる生活拠点を整備するとともに、新市街地である駅西側と既

成市街地である駅東側の歩行者動線を確保しつつ、中野地区復興産業拠点等と連携した駅東側の駅前広場

の再整備等、新たな町の姿に応じた交通結節点となる施設整備を行うことにより、早期の魅力的な帰還環境

整備を図り、双葉町の復興を加速化する。 

 


