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平成１４年度国土交通省事後評価実施計画 

 
 
この計画は、「行政機関が行う政策の評価に関する法律」（以下「行政評価法」とい

う。）第７条の規定に基づいて策定する、平成１４年度における国土交通省の事後評

価の実施に関する計画である。 

Ⅰ 計画期間 

この計画の計画期間は、平成１４年度とする。 

Ⅱ 計画期間内において事後評価の対象とする政策及び事後評価の方法 

以下に掲げる政策について、国土交通省政策評価基本計画（以下「基本計画」とい

う。）Ⅵに規定する各方式ごとの実施手順に従い、事後評価を実施する。 
なお、この計画に記載した政策は、計画策定時点において見込まれるものであり、

政策の実施状況その他状況の変化により、変更がありうる。 

１ 業績測定（政策チェックアップ） 

基本計画別紙２に掲げる政策目標に係る政策について、業績測定を実施する。 

２ プログラム評価（政策レビュー） 

基本計画別紙３に掲げるテーマに係る政策のうち、後掲の別紙１に掲げるものに

ついて、プログラム評価を実施する。このうち、＊を付したテーマについては、平

成１４年度内に評価結果を取りまとめる。 

３ 個別公共事業の再評価 

（１）行政評価法第７条第２項第２号の要件に該当する政策に係る評価 

行政評価法第７条第２項第２号の要件に該当する政策として、以下について、再

評価を実施する。 
・事業採択後５年間が経過した時点で未着工の事業（別紙２－１）（同号イの要

件に該当するもの） 
・事業採択後１０年間が経過した時点で継続中の事業（別紙２－２）（同号ロの

要件に該当するもの） 
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（２）基本計画Ⅵ３（１）ア～オに該当する政策に係る再評価 

基本計画Ⅵ３（１）ア～オに該当する公共事業を実施することを目的とする政策

として、別紙３に掲げるものについて、再評価を実施する。 

４ 個別研究開発課題の中間評価及び事後評価 

（１）中間評価 

別紙４－１の個々の研究開発を実施することを目的とする政策について、中間評

価を実施する。 

（２）事後評価 

別紙４－２の個々の研究開発を実施することを目的とする政策について、事後評

価を実施する。 
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別紙１ プログラム評価実施テーマ 

テーマ名 局等  

ダム事業 
 －地域に与える様々な効果と影響の検証－ 

河川局 ＊

都市圏の交通渋滞対策 
 －都市再生のための道路整備－ 

道路局、都市・地域整備局 ＊

都心居住の推進 
 －良好な居住環境の形成－ 

住宅局、国土計画局、都
市・地域整備局 

＊

空港整備 
 －国内航空ネットワークの充実－ 

航空局 ＊

国際ハブ港湾のあり方 
 －グローバル化時代へ向けて－ 

港湾局、海事局 ＊

総合保養地域の整備 
 －リゾート法の今日的考察－ 

都市・地域整備局、総合政
策局、観光部、港湾局 

＊

環境自動車の開発・普及 
 －自動車税のグリーン化等による取り組み－ 

総合政策局、官房、自動車
交通局 

＊

道路交通の安全施策 
－幹線道路の事故多発地点対策及び自動車の安全対策等－ 

道路局、自動車交通局、総
合政策局 

＊

貨物自動車運送のあり方 
－いわゆる物流二法施行後の事業のあり方の検証－ 

自動車交通局、政策統括官
(物流) 

＊

内航海運のあり方 
 －内航海運暫定措置事業の今後の進め方－ 

海事局 ＊

河川環境改善のための水利調整 
 －取水による水無川の改善－ 

河川局 ＊

都市鉄道整備のあり方 
 －新たな社会的ニーズへの対応－ 

鉄道局  

都市における緑地の保全・創出 
 －都市緑地保全法等による施策展開の検証－ 

都市・地域整備局  

流域と一体となった総合治水対策 
 －都市型豪雨等への対応－ 

河川局、総合政策局、都
市・地域整備局、下水道部 

 

海洋汚染に対する取り組み 
 －大規模油流出への対応－ 

総合政策局、港湾局、海事
局、気象庁、海上保安庁 

 

流域の水環境改善 
 －都市内河川等の環境悪化と汚濁物質への対応－ 

下水道部、河川局  

火山噴火への対応策 
 －有珠山・三宅島の経験から－ 

河川局、気象庁  

みなとのパブリックアクセスの向上 
 －地域と市民のみなとの実現に向けて－ 

港湾局  

（注）＊を付したテーマについては、平成１４年度内に評価結果を取りまとめる。 



【河川事業】
（直轄）

事業名 事業主体 都道府県（実施場所）
吉野川直轄河川環境整備事業（大岡川浄化事
業）

国 徳島県

（補助等）
事業名 事業主体 都道府県（実施場所）

大手川広域基幹河川改修事業 京都府 京都府

【砂防事業】
（補助等）

事業名 事業主体 都道府県（実施場所）
樫井川水系犬鳴川通常砂防事業 大阪府 大阪府

【道路・街路事業】
（直轄）

事業名 事業主体 都道府県（実施場所）
一般国道158号 松本波田道路 国 長野県
一般国道6号 千代田石岡バイパス 国 茨城県
一般国道246号 厚木秦野道路（伊勢崎市） 国 神奈川県
一般国道14号 両国拡幅 国 東京都
一般国道19号 松本拡幅 国 長野県
一般国道33号 橘防災 国 愛媛、高知県

（補助等）
事業名 事業主体 都道府県（実施場所）

岡山南北線 岡山市 岡山県
万場藤前線（長須賀架道橋） 名古屋市 愛知県
ＪＲ山陽本線・伯備線　倉敷駅付近連続立体
交差事業

岡山県 岡山県

岡山南北線 岡山市 岡山県

【土地区画整理事業】
（補助等）

事業名 事業主体 都道府県（実施場所）
前田・長岡土地区画整理事業 茨城町 茨城県
彦根駅東土地区画整理事業 彦根市 滋賀県
八千把地区土地区画整理事業 八代市 熊本県
東部第二土地区画整理事業 宮崎市 宮崎県

【市街地再開発事業】
（補助等）

事業名 事業主体 都道府県（実施場所）
坂出駅北口第一 組合 香川県
中央北 組合（予定） 兵庫県
衣笠栄町第１街区 神奈川県/横須賀市 神奈川県
大手通中央 新潟県/長岡市 新潟県
磐田駅前 静岡県/磐田市 静岡県
蒲郡駅西 愛知県/蒲郡市 愛知県
茶屋町東 大阪府/大阪市 大阪府
北野田駅前Ｂ 大阪府/堺市 大阪府
相生駅前Ａブロック 兵庫県/相生市 兵庫県
大正町１丁目 福岡県/大牟田市 福岡県
上駅通り 長崎県/大村市 長崎県
武蔵小金井駅南口地区市街地再開発事業 都市基盤整備公団 東京都
刈谷駅南地区市街地再開発事業 都市基盤整備公団 愛知県

別紙２－１　事業採択後５年間が経過した時点で未着工の公共事業



【港湾整備事業】
（直轄）

事業名 事業主体 都道府県（実施場所）
小樽港 本港地区 防波堤整備事業 国 北海道

（補助等）
事業名 事業主体 都道府県（実施場所）

神戸港 新港地区 臨港道路整備事業 神戸市 兵庫県
神戸港 六甲地区 臨港道路整備事業 神戸市 兵庫県
別府港 石垣地区 臨港道路整備事業 大分県 大分県
本部港 エキスポ地区 旅客ターミナル整備事
業

沖縄県 沖縄県

【住宅宅地関連公共施設等総合整備事業】
（補助等）

事業名 事業主体 都道府県（実施場所）
山の手線外１（広島市安芸土地区画整理） 広島市 広島県
山手幹線他２路線（南田辺・狛田ニュータウ
ン）

都市基盤整備公団 京都府



【河川事業】
（直轄）

事業名 事業主体 都道府県（実施場所）
網走川直轄河川環境整備事業（網走湖） 国 北海道
木曽川直轄環境整備事業（境川・桑原川浄化施設
整備事業）

国 岐阜県

（補助等）
事業名 事業主体 都道府県（実施場所）

徳富川広域基幹河川改修事業 北海道 北海道
気門別川広域基幹河川改修事業 北海道 北海道
木古内川広域基幹河川改修事業 北海道 北海道
小泉の沢川準用河川改修事業 苫小牧市 北海道
西野川都市基盤河川改修事業 札幌市 北海道
赤坊川準用河川改修事業 札幌市 北海道
伏籠川流域貯留浸透事業 札幌市 北海道
大堰川広域一般河川改修事業 岩手県 岩手県
南川都市基盤河川改修事業 盛岡市 岩手県
広川準用河川改修事業 盛岡市 岩手県
伝樋川  広域基幹河川改修事業 福島県 福島県
植竹川準用河川改修事業 宇都宮市 栃木県
瀬戸川準用河川改修事業 鹿沼市 栃木県
板倉川広域基幹河川改修事業 群馬県 群馬県
印旛放水路広域基幹河川改修事業 千葉県 千葉県
村田川広域基幹河川改修事業 千葉県 千葉県
旧江戸川低地対策河川事業 千葉県 千葉県
神田川総合治水対策特定河川事業（神田川・環状
七号線地下調整池）

東京都 東京都

神田川総合治水対策特定河川事業（妙正寺川工
区）

東京都 東京都

野川広域基幹河川改修事業（野川工区） 東京都 東京都
森戸川広域基幹河川改修事業 神奈川県 神奈川県
奈良川準用河川事業 横浜市 神奈川県
岩川準用河川事業 横浜市 神奈川県
小阿賀野川広域基幹河川改修事業（本川工区） 新潟県 新潟県
保倉川広域基幹河川改修事業（戸野目川工区） 新潟県 新潟県
保倉川広域基幹河川改修事業（潟川工区） 新潟県 新潟県
木曳川都市基盤河川改修事業 金沢市 石川県
大宮川都市基盤河川改修事業 金沢市 石川県
正木川都市基盤河川改修事業 岐阜市 岐阜県
曽根川準用河川改修事業 大垣市 岐阜県
西出川準用河川改修事業 岐阜市 岐阜県
新中川広域基幹河川改修事業 静岡県 静岡県
萩間川広域基幹河川改修事業 静岡県 静岡県
西古瀬川広域基幹河川改修事業 愛知県 愛知県
砂後川準用河川改修事業 三好町 愛知県
郷東川準用河川改修事業 安城市 愛知県
米洗川中流準用河川改修事業 四日市市 三重県
西野山川都市基盤河川改修事業 京都市 京都府
西高瀬川都市基盤河川改修事業 京都市 京都府
大勘定川準用河川改修事業 和束町 京都府
舟尾川準用河川改修事業 和束町 京都府
十三丘川準用河川改修事業 福知山市 京都府
神崎川広域基幹河川改修事業（木野川工区） 大阪府 大阪府
勝江川準用河川改修事業 和泉市 大阪府
八尾川広域基幹河川改修事業 島根県 島根県
国府川準用河川改修事業 総社市 岡山県
油川都市基盤河川改修事業 山口市 山口県

別紙２－２　事業採択後10年間が経過した時点で継続中の公共事業



堂面川広域一般河川改修事業 福岡県 福岡県
浜川高潮対策事業 佐賀県 佐賀県
新田川準用河川改修事業 佐世保市 長崎県
久留須川広域一般河川改修事業 大分県 大分県
与那原川広域基幹河川改修事業 沖縄県 沖縄県

【ダム事業】
（直轄）

事業名 事業主体 都道府県（実施場所）
サンルダム 国 北海道
川治ダム貯水池水質保全 国 栃木県
松原・下筌ダム貯水池水質保全 国 大分県、熊本県

（補助等）
事業名 事業主体 都道府県（実施場所）

笛吹ダム 長崎県 長崎県

【砂防事業】
（直轄）

事業名 事業主体 都道府県（実施場所）
摺淵床固群 国 群馬県
大事沢第四砂防堰堤 国 栃木県
湯沢砂防堰堤群 国 栃木県
大河原床固工群（天竜川水系） 国 長野県
大久保沢渓流保全工（富士山系） 国 静岡県
野麦峠床固工群 国 長野県
魚野川床固工群 国 新潟県
松川入川砂防えん堤群 国 新潟県
柿ノ木川床固工群 国 新潟県
鬼ヶ城護岸 国 富山県
粟巣野第1号砂防えん堤 国 富山県
若宮谷第3堰堤事業 国 徳島県

（補助等）
事業名 事業主体 都道府県（実施場所）

天塩川通常砂防事業 北海道 北海道
アフトロマナイ川火山砂防事業 北海道 北海道
堰野川通常砂防事業 山梨県 山梨県
御坂川通常砂防事業 山梨県 山梨県
笹子川通常砂防事業 山梨県 山梨県
貝屋川通常砂防事業 新潟県 新潟県
小矢部川水系山田川砂防事業 富山県 富山県
宇津川離島火山砂防事業 山口県 山口県
中の間川火山砂防事業 長崎県 長崎県
紅葉山地区地すべり対策事業 北海道 北海道
大暮山地区地すべり対策事業 山形県 山形県
鳥海地区地すべり対策事業 福島県 福島県
柏木地区地すべり対策事業 群馬県 群馬県
峠地区地すべり対策事業 新潟県 新潟県
桑曽根地区地すべり対策事業 新潟県 新潟県
花尾地区地すべり対策事業 富山県 富山県
森清地区地すべり対策事業 徳島県 徳島県
蔭地区地すべり対策事業 高知県 高知県
寺浦地区地すべり対策事業 佐賀県 佐賀県
鷲尾岳地区地すべり対策事業 長崎県 長崎県
池成地区地すべり対策事業 長崎県 長崎県
湯平地区地すべり対策事業 大分県 大分県
玉井地区地すべり対策事業 大分県 大分県
津花波地区地すべり対策事業 沖縄県 沖縄県



【急傾斜地崩壊対策事業】
（補助等）

事業名 事業主体 都道府県（実施場所）
稚内東浦地区急傾斜地崩壊対策事業 北海道 北海道
室蘭西小路地区急傾斜地崩壊対策事業 北海道 北海道
日計1号地区急傾斜地崩壊対策事業 青森県 青森県
大里地区急傾斜地崩壊対策事業 秋田県 秋田県
戸中地区急傾斜地崩壊対策事業 新潟県 新潟県
平野地区急傾斜地崩壊対策事業 大阪府 大阪府
下止々呂美(3)地区急傾斜地崩壊対策事業 大阪府 大阪府
上関新地地区急傾斜地崩壊対策事業 山口県 山口県
楚辺地区急傾斜地崩壊対策事業 沖縄県 沖縄県

【雪崩対策事業】
（補助等）

事業名 事業主体 都道府県（実施場所）
中深見地区雪崩対策事業 新潟県 新潟県

【海岸事業】
（補助等）

事業名 事業主体 都道府県（実施場所）
雄武海岸侵食対策事業 北海道 北海道
小沢海岸高潮対策事業 福島県 福島県
旭海岸侵食対策事業 茨城県 茨城県
阿津里浜海岸環境整備事業 三重県 三重県
久美浜海岸侵食対策事業 京都府 京都府
土井ヶ浜海岸侵食対策事業 山口県 山口県
吉良川西海岸高潮対策事業 高知県 高知県
霧多布港海岸霧多布地区高潮対策事業 浜中町 北海道
川内港海岸葛沢地区侵食対策事業 青森県 青森県
本荘港海岸水林地区侵食対策事業 秋田県 秋田県
館山港海岸館山地区海岸環境整備事業 千葉県 千葉県
名洗港海岸名洗地区海岸環境整備事業 千葉県 千葉県
千葉港海岸検見川地区海岸環境整備事業 千葉県 千葉県
真鶴港海岸琴ヶ浜地区海岸環境整備事業 神奈川県 神奈川県
両津港海岸住吉地区侵食対策事業 新潟県 新潟県
伏木富山港海岸新港地区海岸環境整備事業 富山県 富山県
敦賀港海岸常宮地区侵食対策事業 福井県 福井県
四日市港海岸富洲原港地区高潮対策事業 四日市港管理組合 三重県
坂越港海岸坂越地区高潮対策事業 兵庫県 兵庫県
尼崎西宮芦屋港海岸海岸地区高潮対策事業 兵庫県 兵庫県
益田港海岸高津地区侵食対策事業 島根県 島根県
広島港海岸江波地区高潮対策事業 広島県 広島県
福田港海岸福田地区高潮対策事業 尾道市 広島県
小野田港海岸大浜地区高潮対策事業 山口県 山口県
柳井港海岸伊保庄地区高潮対策事業 山口県 山口県
折野港海岸北灘西地区侵食対策事業 徳島県 徳島県
古里港海岸高浜地区海岸環境整備事業 長崎県 長崎県
小茂田港海岸小茂田地区海岸環境整備事業 長崎県 長崎県
河内港海岸小白地区高潮対策事業 熊本県 熊本県
富来港海岸富来地区高潮対策事業 大分県 大分県

【道路・街路事業】
（直轄）

事業名 事業主体 都道府県（実施場所）
一般国道235号 門別厚賀道路 国 北海道
一般国道450号 上川上越道路 国 北海道
一般国道232号 天塩バイパス 国 北海道
一般国道274号 紅葉道路 国 北海道
一般国道274号 徹別道路 国 北海道



一般国道275号 幌加内峠 国 北海道
一般国道334号 浦士別道路 国 北海道
一般国道336号 様似拡幅 国 北海道
一般国道452号 西芦別局改 国 北海道
一般国道452号 北芦別道路 国 北海道
一般国道452号 盤の沢道路 国 北海道
一般国道452号 五稜道路 国 北海道
一般国道13号 湯沢横手道路 国 秋田県
一般国道47号 仙台北部道路 国 宮城県
一般国道101号 浪岡五所川原道路 国 青森県
一般国道45号 桃生登米道路 国 宮城県
一般国道470号 氷見高岡道路 国 富山県
一般国道7号 万代橋下流橋 国 新潟県
一般国道7号 山北改良 国 新潟県
一般国道41号 高山国府バイパス 国 岐阜県
一般国道361号 権兵衛峠道路 国 長野県
一般国道139号 富士改良 国 静岡県
一般国道478号 丹波綾部道路 国 京都府
一般国道54号 三刀屋拡幅 国 島根県
一般国道375号 東広島呉道路 国 広島県
一般国道56号 五十崎拡幅 国 愛媛県
一般国道331号 具志頭バイパス 国 沖縄県

（補助等）
事業名 事業主体 都道府県（実施場所）

一般国道397号 石淵道路 岩手県 岩手県
一般国道107号 大荒沢拡幅 岩手県 岩手県
一般国道287号 和合バイパス 山形県 山形県
一般国道347号 大久保バイパス 山形県 山形県
一般国道400号 田島バイパス 福島県 福島県
一般国道125号 下妻拡幅 茨城県 茨城県
一般国道293号 常陸太田東バイパス 茨城県 茨城県
一般国道354号 高崎～玉村バイパス 群馬県 群馬県
一般国道401号 土出～戸倉バイパス 群馬県 群馬県
一般国道410号 北条バイパス 千葉県 千葉県
一般国道134号 湘南大橋 神奈川県 神奈川県
一般国道254号 平賀バイパス 長野県 長野県
一般国道409号 二子拡幅 川崎市 神奈川県
一般国道292号 猿橋拡幅 新潟県 新潟県
一般国道405号 天水越拡幅 新潟県 新潟県
一般国道472号 正間～茗ヶ島道路 富山県 富山県
一般国道418号 丸山バイパス 岐阜県 岐阜県
一般国道158号 奈良瀬～境寺バイパス 福井県 福井県
一般国道373号 円光寺バイパス 兵庫県 兵庫県
一般国道482号 茗荷谷～淵見バイパス 鳥取県 鳥取県
一般国道431号 東林木バイパス 島根県 島根県
一般国道487号 藤脇バイパス 広島県 広島県
一般国道262号 萩バイパス 山口県 山口県
一般国道490号 宇部拡幅 山口県 山口県
一般国道491号 上小月バイパス 山口県 山口県
一般国道191号 幕之内バイパス 広島市 広島県
一般国道319号 法皇バイパス 愛媛県 愛媛県
一般国道440号 柳谷拡幅 愛媛県 愛媛県
一般国道195号 高知バイパス 高知県 高知県
一般国道443号 三橋瀬高バイパス 福岡県 福岡県
一般国道266号 宮田バイパス 熊本県 熊本県
一般国道389号 苓北拡幅 熊本県 熊本県
一般国道443号 空港西拡幅 熊本県 熊本県
一般国道443号 木倉バイパス 熊本県 熊本県
一般国道445号 五家荘バイパス 熊本県 熊本県



一般国道388号 畑の浦楠本バイパス 大分県 大分県
一般国道502号 岩戸バイパス 大分県 大分県
一般国道219号 春田バイパス 宮崎県 宮崎県
一般国道226号 笠沙道路 鹿児島県 鹿児島県
一般国道226号 坊ノ津道路 鹿児島県 鹿児島県
一般国道448号 内之浦道路 鹿児島県 鹿児島県
一般国道448号 大崎道路 鹿児島県 鹿児島県
主要地方道八戸環状線整備事業 青森県 青森県
主要地方道枚方大和郡山線整備事業 奈良県 奈良県
主要地方道徳島環状線（国府工区）整備事業 徳島県 徳島県
主要地方道丸亀詫間豊浜線整備事業 香川県 香川県
一般県道今治大三島自転車道線整備事業 愛媛県 愛媛県
一般県道湯前人吉自転車道線整備事業 熊本県 熊本県
主要地方道上屋久屋久線整備事業 鹿児島県 鹿児島県
主要地方道名瀬瀬戸内線整備事業 鹿児島県 鹿児島県
弥生新道（１工区）外１ 北海道 北海道
角田通 北海道 北海道
本町大通外２ 北海道 北海道
錦大通 北海道 北海道
本通中央通 函館市 北海道
平和大橋 札幌市 北海道
里見丸山線 青森市 青森県
中央町金矢線 青森県 青森県
富士見町撫牛子線（土手町） 弘前市 青森県
下長内旭町線 久慈市 岩手県
石巻工業港曽波神線 石巻市 宮城県
八幡築港線 宮城県 宮城県
下馬春日線 塩竃市 宮城県
箱塚中田線 宮城県 宮城県
通丁南町通り線 岩出山町 宮城県
岩沼中央線 岩沼市 宮城県
愛宕沼天童原線外１線 天童市 山形県
関船鹿島線外１線 福島県 福島県
新町北町線 相馬市 福島県
道場小路金勝寺線 白河市 福島県
幕の内小田橋線（西若松駅） 福島県 福島県
大洗港杉ノ下線（船渡工区） 茨城県 茨城県
ＪＲ両毛線・東武日光線 栃木県 栃木県
宇都宮水戸線（梁瀬町） 栃木県 栃木県
中村上郷線外２線 群馬県 群馬県
宗甫分線 前橋市 群馬県
環状線 沼田市 群馬県
西浦藤原町線 船橋市 千葉県
中野畑沢線 木更津市 千葉県
桑原梅田線 茂原市 千葉県
放射第１７号線 東京都 東京都
放射第２１号線 東京都 東京都
久里浜田浦線 神奈川県 神奈川県
田富町敷島線(立体) 山梨県 山梨県
京浜急行電鉄大師線 川崎市 神奈川県
山下長津田線（白山上山地区） 横浜市 神奈川県
横浜厚木線（本村地区） 横浜市 神奈川県
飯門田新田線（旧　飯寺線） 新潟県 新潟県
西新発田五十公野線（本町工区） 新潟県 新潟県
弁天線 新潟市 新潟県
秣川岸通り線 新潟市 新潟県
本町通り北谷内線（川原工区） 上越市 新潟県
南線 黒部市 富山県
西日本旅客鉄道北陸本線 石川県 石川県
南町熊坂線 加賀市 石川県



中恵土広見線 可児市 岐阜県
宇佐美中央通線 伊東市 静岡県
竪町十日市線外１線 鈴鹿市 三重県
南陽大橋 名古屋市 愛知県
豆田町線 名古屋市 愛知県
江川線（北部工区） 名古屋市 愛知県
福井縦貫線（幸橋） 福井県 福井県
多賀竹原松ヶ崎線（水取大橋） 福井県 福井県
ＪＲ山陰本線等 京都府 京都府
宇治槇島線 宇治市 京都府
寝屋川大東線 大阪府 大阪府
大阪外環状（東大阪市）連続立体交差事業 大阪府 大阪府
山手幹線（駅前工区） 芦屋市 兵庫県
南塚口地区 尼崎市 兵庫県
中和幹線（逢坂） 香芝市 奈良県
近鉄京都線 京都市 京都府
大阪外環状線 大阪市 大阪府
阪急京都線・千里線 大阪市 大阪府
堀貫線（２工区） 倉敷市 岡山県
ＪＲ山陽本線・呉線　広島市東部地区連続立体交
差事業

広島県 広島県

ＪＲ山陽本線・呉線　広島市東部地区連続立体交
差事業

広島市 広島県

森畠西谷線 広島県 広島県
焼山押込線 広島県 広島県
糸崎港線 三原市 広島県
新南陽停車場線 山口県 山口県
滝ノ下畭線 阿南市 徳島県
朝日町仏生山線 高松市 香川県
大坪通土橋線 今治市 愛媛県
塩谷小山線外１線 川之江市 愛媛県
高知南国線 南国市 高知県
西鉄大牟田線 福岡県 福岡県
芦屋水巻中間線 福岡県 福岡県
中川熊鶴線 古賀市 福岡県
原田駅大崎線（小郡工区） 小郡市 福岡県
佐賀駅中央地区（唐人町渕線） 佐賀市 佐賀県
神埼駅通り線 佐賀県 佐賀県
ＪＲ佐世保線 佐賀県 佐賀県
栄上為石線 長崎県 長崎県
奥町木場町線 福江市 長崎県
喜々津縦貫線 多良見町 長崎県
庄の原佐野線 大分県 大分県
鷹尾上長飯通線 宮崎県 宮崎県
中央地区 国分市 鹿児島県
海岸通線 串木野市 鹿児島県
都下到津線 北九州市 福岡県
千代粕屋線 福岡市 福岡県
真地久茂地線外１線 沖縄県 沖縄県
一銀線 沖縄県 沖縄県
下里通り線外２線 沖縄県 沖縄県
安慶田中線 沖縄市 沖縄県
勢理客線 浦添市 沖縄県
外廓線 名護市 沖縄県
モノレール関連街路 那覇市 沖縄県

【土地区画整理事業】
（補助等）

事業名 事業主体 都道府県（実施場所）
中央土地区画整理事業 室蘭市 北海道



手稲中央地区富丘西土地区画整理事業 札幌市 北海道
下一日市地区土地区画整理事業 遠野市 岩手県
仙台港背後地土地区画整理事業 宮城県 宮城県
富沢駅周辺土地区画整理事業 仙台市 宮城県
山形駅西土地区画整理事業 山形市 山形県
一本木土地区画整理事業 東根市 山形県
伊賀河原土地区画整理事業 郡山市 福島県
富田東土地区画整理事業 郡山市富田東土地区画整

理組合
福島県

御前南土地区画整理事業 郡山市御前南土地区画整
理組合

福島県

取手駅北土地区画整理事業 取手市 茨城県
駅間ＪＲ土地区画整理事業 今市市 栃木県
岡本駅西土地区画整理事業 河内町 栃木県
宝積寺駅西第一土地区画整理事業 高根沢町 栃木県
松並木地区土地区画整理事業 前橋市 群馬県
太田駅周辺地区土地区画整理事業 太田市 群馬県
戸塚東部特定土地区画整理事業 戸塚東部特定土地区画整

理組合
埼玉県

風渡野南特定土地区画整理事業 風渡野南特定土地区画整
理組合

埼玉県

蓮沼下特定土地区画整理事業 蓮沼下特定土地区画整理
組合

埼玉県

里土地区画整理事業 鳩ヶ谷市 埼玉県
入間市駅北口土地区画整理事業 入間市 埼玉県
八幡宿駅東口地区土地区画整理事業 市原市 千葉県
宇津木土地区画整理事業 八王子市 東京都
長後駅東口地区土地区画整理事業 藤沢市 神奈川県
渋谷(南部地区）土地区画整理事業 大和市 神奈川県
香川・下寺尾特定土地区画整理事業 茅ヶ崎市香川・下寺尾特

定土地区画整理組合
神奈川県

まま下怒田特定土地区画整理事業 南足柄市まま下怒田特定
土地区画整理組合

神奈川県

金沢駅北土地区画整理事業 金沢市 石川県
稲沢西土地区画整理事業 稲沢市 愛知県
日進竹の山南部特定土地区画整理事業 日進竹の山南部特定土地

区画整理組合
愛知県

大府一ツ屋土地区画整理事業 大府一ツ屋土地区画整理
組合

愛知県

上志段味特定土地区画整理事業 上志段味特定土地区画整
理組合

愛知県

三山木地区土地区画整理事業 京田辺市 京都府
北部第七土地区画整理事業 福井市 福井県
上郡駅前土地区画整理事業 上郡町 兵庫県
中ノ島土地区画整理事業 平田市 島根県
富田西部第一土地区画整理事業 新南陽市 山口県
新東唐津駅地区土地区画整理事業 唐津市 佐賀県
財光寺南土地区画整理事業 日向市 宮崎県
南原土地区画整理事業 田野町 宮崎県
飯田土地区画整理事業 高岡町 宮崎県
吉野地区土地区画整理事業 鹿児島市 鹿児島県
十町土地区画整理事業 指宿市 鹿児島県
麓第一土地区画整理事業 溝辺町 鹿児島県
宇地泊第二土地区画整理事業 宜野湾市 沖縄県
浦添南第一土地区画整理事業 浦添市 沖縄県
浦添南第二土地区画整理事業 浦添市 沖縄県
伊覇土地区画整理事業 東風平町 沖縄県
津嘉山北土地区画整理事業 南風原町 沖縄県
宇茂佐第二土地区画整理事業 名護市宇茂佐第二土地区

画整理組合
沖縄県



真田・北金目特定土地区画整理事業 都市基盤整備公団 神奈川県
橋本隅田土地区画整理事業 都市基盤整備公団 和歌山県
国際文化公園都市特定土地区画整理事業 都市基盤整備公団 大阪府

【市街地再開発事業等】
（補助）
事業名 事業主体 都道府県
浦和駅東口駅前 さいたま市 埼玉県
有松駅前 名古屋市 愛知県
東岸和田駅前 組合 大阪府

【港湾整備事業】
（直轄）

事業名 事業主体 都道府県（実施場所）
十勝港 内港地区 多目的国際ﾀｰﾐﾅﾙ整備事業 国 北海道
横浜港 南本牧地区 国際海上ｺﾝﾃﾅﾀｰﾐﾅﾙ整備事業 国 神奈川県
神戸港 ＰＩ2期地区 防波堤整備事業 国 兵庫県
広島港 出島地区 国際海上ｺﾝﾃﾅﾀｰﾐﾅﾙ整備事業 国 広島県
呉港 阿賀地区 ﾏﾘｰﾅ整備事業 国 広島県
今治港 富田地区 多目的国際ﾀｰﾐﾅﾙ整備事業 国 愛媛県
万関瀬戸航路整備事業 国 長崎県
博多港 ｱｲﾗﾝﾄﾞｼﾃｨ地区 多目的国際ﾀｰﾐﾅﾙ整備事業 国 福岡県

（補助等）
事業名 事業主体 都道府県（実施場所）

釜石港 須賀地区 多目的国際ﾀｰﾐﾅﾙ整備事業 岩手県 岩手県
鼠ヶ関港 鼠ヶ関地区 ﾏﾘｰﾅ整備事業 山形県 山形県
日立港 本港地区 防波堤整備事業 茨城県 茨城県
大洗港 水産ふ頭地区 防波堤整備事業 茨城県 茨城県
鹿島港 北航路地区 内貿ﾀｰﾐﾅﾙ整備事業 茨城県 茨城県
木更津港 吾妻地区 港湾緑地整備事業 千葉県 千葉県
東京港 廃棄物海面処分場整備事業 東京都 東京都
川崎港 浮島地区 廃棄物海面処分場整備事業 川崎市 神奈川県
湘南港 江ノ島地区 港湾緑地整備事業 神奈川県 神奈川県
柏崎港 柏崎地区 多目的国際ﾀｰﾐﾅﾙ整備事業 新潟県 新潟県
柏崎港 鯨波地区 ﾏﾘｰﾅ整備事業 新潟県 新潟県
岩船港 中央地区 国内物流ﾀｰﾐﾅﾙ整備事業 新潟県 新潟県
二見港 北地区 泊地整備事業 新潟県 新潟県
七尾港 矢田新地区 国内物流ﾀｰﾐﾅﾙ整備事業 石川県 石川県
金沢港 金石地区 防波堤整備事業 石川県 石川県
輪島港 河井地区 旅客対応ﾀｰﾐﾅﾙ整備事業 石川県 石川県
輪島港 河井地区 港湾緑地整備事業 石川県 石川県
敦賀港 金ヶ崎地区 港湾緑地整備事業 福井県 福井県
福井港 福井中央地区 国内物流ﾀｰﾐﾅﾙ整備事業 福井県 福井県
福井港 福井中央地区 港湾緑地整備事業 福井県 福井県
内浦港 音海地区 多目的国際ﾀｰﾐﾅﾙ整備事業 福井県 福井県
三河港 田原地区 臨港道路整備事業 愛知県 愛知県
宮津港 文珠地区 水質・底質改善事業 京都府 京都府
阪南港 木材地区 港湾緑地整備事業 大阪府 大阪府
明石港 西外港地区 小型船だまり整備事業 兵庫県 兵庫県
津名港 塩田地区 小型船だまり整備事業 兵庫県 兵庫県
日高港 御坊地区 国内物流ﾀｰﾐﾅﾙ整備事業 和歌山県 和歌山県
水島港 玉島地区 港湾緑地整備事業 岡山県 岡山県
宇野港 日比地区 小型船だまり整備事業 岡山県 岡山県
牛窓港 前島地区 旅客対応ﾀｰﾐﾅﾙ整備事業 岡山県 岡山県
広島港 出島地区 内貿ﾀｰﾐﾅﾙ整備事業 広島県 広島県
広島港 出島地区 廃棄物海面処分場整備事業 広島県 広島県
広島港 宇品地区 港湾緑地整備事業 広島県 広島県
徳山下松港 徳山地区 小型船だまり整備事業 山口県 山口県
徳山下松港 下松地区 小型船だまり整備事業 山口県 山口県



徳山下松港 徳山地区 国際多目的ﾀｰﾐﾅﾙ整備事業 山口県 山口県
今切港 旭野地区 小型船だまり整備事業 徳島県 徳島県
高松港 香西地区 国内物流ﾀｰﾐﾅﾙ整備事業 香川県 香川県
高松港 香西地区 廃棄物海面処分場整備事業 香川県 香川県
宮浦港 宮浦地区 離島ﾀｰﾐﾅﾙ整備事業及び小型船
だまり整備事業

香川県 香川県

立石港 立石地区 小型船だまり整備事業 高松市 香川県
今治港 今治地区 小型船だまり整備事業 今治市 愛媛県
中島港 中央地区 港湾緑地整備事業 愛媛県 愛媛県
須崎港 大間地区 国内物流ﾀｰﾐﾅﾙ整備事業 高知県 高知県
運天港 上運天地区 港湾緑地整備事業 沖縄県 沖縄県
石垣港 新港地区 港湾緑地整備事業 石垣市 沖縄県

【空港整備事業】
（直轄）

事業名 事業主体 都道府県（実施場所）
新北九州空港建設（2,500m） 国 福岡県

【航空路整備事業】
（直轄）

事業名 事業主体 都道府県（実施場所）
広域航法衛星ネットワーク整備 国 茨城県、兵庫県

【都市・幹線鉄道整備事業】
（補助等）

事業名 事業主体 都道府県（実施場所）
名古屋市4号線（砂田橋～名古屋大学） 名古屋市 愛知県

【公営住宅整備事業】
（補助等）

事業名 事業主体 都道府県（実施場所）
霞ヶ丘団地 丸岡町 福井県
岩崎団地 愛知県 愛知県
朝日ヶ丘県営住宅 滋賀県 滋賀県
岸和田吉井住宅 大阪府 大阪府
鴨島呉郷 徳島県 徳島県
八田第2住宅 福岡市 福岡県
川原団地 東脊振村 佐賀県

【住宅宅地関連公共施設等総合整備事業】
（補助等）

事業名 事業主体 都道府県（実施場所）
つくば野田線（伊奈谷和原丘陵部） 茨城県 茨城県
野田牛久線（伊奈谷和原丘陵部） 茨城県 茨城県
中通川（伊奈谷和原丘陵部） 茨城県 茨城県
中通川（伊奈谷和原丘陵部） 茨城県 茨城県
東楢戸・台線他4路線（伊奈谷和原丘陵部） 茨城県 茨城県
谷和原伊奈公共下水道（伊奈谷和原丘陵部） 谷和原伊奈下水道組合 茨城県
一級河川　板倉川（板倉ニュータウン） 群馬県 群馬県
一級河川葛川（坂戸入西） 埼玉県 埼玉県
一級河川倉松川（東鷲宮） 埼玉県 埼玉県
市道幹第75号線他2（下川原柏原） 狭山市 埼玉県
（二）南白亀川（南白亀川）（緑ヶ丘） 千葉県 千葉県
市道00－026号線（千葉ニュータウン） 印西市 千葉県
村道鎌刈・師戸線（千葉ニュータウン） 印旛村 千葉県
南多摩尾根幹線(別所）（多摩ニュータウン団 東京都 東京都
根岸東逸見線（池上土地区画整理事業） 横須賀市 神奈川県
準用河川大堀川（天竜市船明） 天竜市 静岡県
3・4・70　下志段味線外2（志段味） 名古屋市 愛知県
3・4・72　白鳥線外1（志段味） 名古屋市 愛知県



二級河川　山崎川（千種台） 名古屋市 愛知県
池内猪高線（千種台） 名古屋市 愛知県
桑名市総合運動公園（蓮花寺西部丘陵ニュータウ
ン）

桑名市 三重県

五位池線外3線（長田南部団地） 神戸市 兵庫県
市道佐伯1区373号線（広島西部丘陵都市（石内地
区））

広島市 広島県

市道安佐南4区486号線（広島西部丘陵都市（沼田
地区））

広島市 広島県

久山中央線（(仮称)笹原団地） 諫早市 長崎県
都市計画道路南段原線外2（入地町ニュータウン 宇土市 熊本県
湯川東谷線（八重洲）（石田） 北九州市 福岡県

【住宅市街地整備総合支援事業】
（補助等）

事業名 事業主体 都道府県（実施場所）
見和地区 水戸市 茨城県
上福岡駅西口地区 上福岡市 埼玉県
千住大川端地区 足立区 東京都
西国分寺地区 国分寺市 東京都
山田町・長者町地区 横浜市 神奈川県
二葉町・大島町地区 豊中市 大阪府
兵庫駅南地区 神戸市 兵庫県
那珂川リバーサイド地区 福岡市 福岡県

【密集住宅市街地整備促進事業】
（補助等）

事業名 事業主体 都道府県（実施場所）
東仲島周辺地区 波崎町 茨城県
若葉・須賀町地区 新宿区 東京都
上落合地区 新宿区 東京都
戸越一・二丁目地区 品川区 東京都
大森・北糀谷地区 大田区 東京都
上馬・野沢地区 世田谷区 東京都
本町地区 渋谷区 東京都
平和の森公園周辺地区 中野区 東京都
大谷口地区 板橋区 東京都
若木地区 板橋区 東京都
一之江駅付近地区 江戸川区 東京都
鶴見②地区 横浜市 神奈川県
一番一丁目地区 名古屋市 愛知県
東九条地区 京都市 京都府
細島東部地区 日向市 宮崎県

【住宅地区改良事業】
（補助等）

事業名 事業主体 都道府県（実施場所）
芦原地区改良住宅等改善事業 和歌山市 和歌山県
暁地区改良住宅等改善事業 久留米市 福岡県

【都市再生推進事業】
（補助等）

事業名 事業主体 都道府県（実施場所）
平和の森公園周辺（都市防災総合推進事業） 中野区 東京都
川口駅西口（都市防災総合推進事業） 川口市 埼玉県
阪神国道（都市防災総合推進事業） 尼崎市 兵庫県



【下水道事業】
（補助等）

事業名 事業主体 都道府県（実施場所）
大野町特定環境保全公共下水道 大野町 北海道
江差町公共下水道 江差町 北海道
東川町特定環境保全公共下水道 東川町 北海道
剣淵町特定環境保全公共下水道 剣淵町 北海道
風連町特定環境保全公共下水道 風連町 北海道
中頓別町特定環境保全公共下水道 中頓別町 北海道
佐呂間町特定環境保全公共下水道 佐呂間町 北海道
興部町特定環境保全公共下水道 興部町 北海道
白老町特定環境保全公共下水道 白老町 北海道
三石町特定環境保全公共下水道 三石町 北海道
様似町特定環境保全公共下水道 様似町 北海道
鶴田町公共下水道 鶴田町 青森県
十和田湖町特定環境保全公共下水道 十和田湖町 青森県
新郷村特定環境保全公共下水道 新郷村 青森県
大迫町特定環境保全公共下水道 大迫町 岩手県
東和町公共下水道 東和町 岩手県
前沢町公共下水道 前沢町 岩手県
九戸村特定環境保全公共下水道 九戸村 岩手県
仙台市公共下水道 仙台市 宮城県
仙台市特定環境保全公共下水道 仙台市 宮城県
鳴子町特定環境保全公共下水道 鳴子町 宮城県
築館町公共下水道 築館町 宮城県
若柳町公共下水道 若柳町 宮城県
志波姫町特定環境保全公共下水道 志波姫町 宮城県
石越町特定環境保全公共下水道 石越町 宮城県
迫川流域下水道 宮城県 宮城県
西仙北町公共下水道 西仙北町 秋田県
協和町特定環境保全公共下水道 協和町 秋田県
八竜町特定環境保全公共下水道 八竜町 秋田県
大館市乱川第５都市下水路 大館市 秋田県
立川町特定環境保全公共下水道 立川町 山形県
余目町公共下水道 余目町 山形県
藤島町公共下水道 藤島町 山形県
三川町特定環境保全公共下水道 三川町 山形県
阿武隈川あだたら流域下水道 福島県 福島県
三春町公共下水道 三春町 福島県
西会津町特定環境保全公共下水道 西会津町 福島県
千代川村公共下水道 千代川村 茨城県
渡良瀬川上流流域下水道 栃木県 栃木県
田沼町公共下水道 田沼町 栃木県
葛生町公共下水道 葛生町 栃木県
新里村特定環境保全公共下水道 新里村 群馬県
薮塚本町公共下水道 薮塚本町 群馬県
邑楽町公共下水道 邑楽町 群馬県
小川町公共下水道 小川町 埼玉県
船橋市公共下水道 船橋市 千葉県
上田市公共下水道 上田市 長野県
上田市特定環境保全公共下水道 上田市 長野県
丸子町公共下水道 丸子町 長野県
丸子町特定環境保全公共下水道 丸子町 長野県
池田町公共下水道 池田町 長野県
池田町特定環境保全公共下水道 池田町 長野県
上山田町公共下水道 上山田町 長野県
坂城町公共下水道 坂城町 長野県
梓川村特定環境保全公共下水道 梓川村 長野県
聖籠町公共下水道 聖籠町 新潟県
聖籠町特定環境保全公共下水道 聖籠町 新潟県



中条町特定環境保全公共下水道 中条町 新潟県
亀田町特定環境保全公共下水道 亀田町 新潟県
下田村特定環境保全公共下水道 下田村 新潟県
大和町特定環境保全公共下水道 大和町 新潟県
妙高村特定環境保全公共下水道 妙高村 新潟県
荒川町公共下水道 荒川町 新潟県
神林村特定環境保全公共下水道 神林村 新潟県
朝日村特定環境保全公共下水道 朝日村 新潟県
中島町特定環境保全公共下水道 中島町 石川県
能都町特定環境保全公共下水道 能都町 石川県
多治見市公共下水道 多治見市 岐阜県
関市特定環境保全公共下水道 関市 岐阜県
中津川市特定環境保全公共下水道 中津川市 岐阜県
美濃加茂市特定環境保全公共下水道 美濃加茂市 岐阜県
可児市公共下水道 可児市 岐阜県
養老町公共下水道 養老町 岐阜県
垂井町公共下水道 垂井町 岐阜県
洞戸村特定環境保全公共下水道 洞戸村 岐阜県
笠原町公共下水道 笠原町 岐阜県
掛川市公共下水道 掛川市 静岡県
南伊豆町公共下水道 南伊豆町 静岡県
小山町公共下水道 小山町 静岡県
細江町公共下水道 細江町 静岡県
五条川右岸流域下水道 愛知県 愛知県
一宮市公共下水道 一宮市 愛知県
安城市公共下水道 安城市 愛知県
安城市特定環境保全公共下水道 安城市 愛知県
常滑市公共下水道 常滑市 愛知県
江南市公共下水道 江南市 愛知県
祖父江町公共下水道 祖父江町 愛知県
吉良町公共下水道 吉良町 愛知県
長島町公共下水道 長島町 三重県
伊勢市倉田山都市下水路 伊勢市 三重県
池田町特定環境保全公共下水道 池田町 福井県
名田庄村特定環境保全公共下水道 名田庄村 福井県
高浜町公共下水道 高浜町 福井県
和束町特定環境保全公共下水道 和束町 京都府
八木町特定環境保全公共下水道 八木町 京都府
三和町特定環境保全公共下水道 三和町 京都府
千早赤阪村公共下水道 千早赤阪村 大阪府
千早赤阪村特定環境保全公共下水道 千早赤阪村 大阪府
能勢町特定環境保全公共下水道 能勢町 大阪府
浜坂町公共下水道 浜坂町 兵庫県
香寺町公共下水道 香寺町 兵庫県
南光町特定環境保全公共下水道 南光町 兵庫県
神崎町特定環境保全公共下水道 神崎町 兵庫県
出石町特定環境保全公共下水道 出石町 兵庫県
淡路・東浦広域下水道組合公共下水道 淡路・東浦広域下水道組

合
兵庫県

淡路・東浦広域下水道組合特定環境保全公共下水
道

淡路・東浦広域下水道組
合

兵庫県

高取町特定環境保全公共下水道 高取町 奈良県
海南市山崎都市下水路 海南市 和歌山県
若桜町特定環境保全公共下水道 若桜町 鳥取県
気高町特定環境保全公共下水道 気高町 鳥取県
青谷町特定環境保全公共下水道 青谷町 鳥取県
泊村特定環境保全公共下水道 泊村 鳥取県
中山町特定環境保全公共下水道 中山町 鳥取県
日野町特定環境保全公共下水道 日野町 鳥取県
石見町特定環境保全公共下水道 石見町 島根県



金光町公共下水道 金光町 岡山県
矢掛町公共下水道 矢掛町 岡山県
川上村特定環境保全公共下水道 川上村 岡山県
八千代町特定環境保全公共下水道 八千代町 広島県
甲田町特定環境保全公共下水道 甲田町 広島県
新南陽市特定環境保全公共下水道 新南陽市 山口県
豊浦町公共下水道 豊浦町 山口県
豊北町特定環境保全公共下水道 豊北町 山口県
香川町公共下水道 香川町 香川県
香南町特定環境保全公共下水道 香南町 香川県
綾上町特定環境保全公共下水道 綾上町 香川県
飯山町公共下水道 飯山町 香川県
吉海町特定環境保全公共下水道 吉海町 愛媛県
中山町特定環境保全公共下水道 中山町 愛媛県
内子町公共下水道 内子町 愛媛県
東予市丹原町公共下水道事務組合公共下水道 東予市丹原町公共下水道

事務組合
愛媛県

行橋市公共下水道 行橋市 福岡県
中間市公共下水道 中間市 福岡県
三田川町公共下水道 三田川町 佐賀県
相知町特定環境保全公共下水道 相知町 佐賀県
大村湾南部流域下水道 長崎県 長崎県
諫早市公共下水道 諫早市 長崎県
大村市公共下水道 大村市 長崎県
多良見町公共下水道 多良見町 長崎県
城南町公共下水道 城南町 熊本県
杵築市公共下水道 杵築市 大分県
国東町公共下水道 国東町 大分県
山香町特定環境保全公共下水道 山香町 大分県
野津町特定環境保全公共下水道 野津町 大分県
安心院町特定環境保全公共下水道 安心院町 大分県
読谷村公共下水道 読谷村 沖縄県
南風原町公共下水道 南風原町 沖縄県
久米島町特定環境保全公共下水道 久米島町 沖縄県

【都市公園事業】
（補助等）

事業名 事業主体 都道府県（実施場所）
本荘公園 本荘市 秋田県
東ヶ丘公園 福島県 福島県
双葉町総合公園 双葉町 福島県
高砂中央公園 仙台市 宮城県
茅ヶ崎北部丘陵公園 神奈川県 神奈川県
泉町公園 東京都 東京都
川越道緑地 立川市 東京都
三ツ寺公園 群馬町 群馬県
羽生水郷公園 埼玉県 埼玉県
長生広域公園 千葉県 千葉県
関宿町総合公園 関宿町 千葉県
笠間芸術の森公園 茨城県 茨城県
砂沼広域公園 茨城県 茨城県
逆川緑地 水戸市 茨城県
千波公園 水戸市 茨城県
石下町総合運動公園 石下町 茨城県
白山ろくテーマパーク 石川県 石川県
大乗寺野田丘陵公園 金沢市 石川県
辰口里山公園 辰口町 石川県
函南運動公園 函南町 静岡県
秋葉山公園 清水市 静岡県
相生山緑地 名古屋市 愛知県



鴨川公園 京都府 京都府
防賀川公園 京田辺市 京都府
石川河川公園 大阪府 大阪府
土塔町公園 堺市 大阪府
鴻ノ池運動公園 奈良市 奈良県
東広島運動公園 東広島市 広島県
乃木浜総合公園 下関市 山口県
松浦河畔公園 唐津市 佐賀県
北薩広域公園 鹿児島県 鹿児島県
天久公園 那覇市 沖縄県
松尾公園 那覇市 沖縄県
大石公園 那覇市 沖縄県
城岳公園 那覇市 沖縄県
森口公園 那覇市 沖縄県
希望ヶ丘公園 那覇市 沖縄県
崎山公園 那覇市 沖縄県
緑ヶ丘公園 那覇市 沖縄県
末吉公園 那覇市 沖縄県
天久緑地 那覇市 沖縄県



【河川事業】
（直轄）

事業名 事業主体 都道府県（実施場所）
北上川上流直轄河川改修事業（黄海地区） 国 岩手県
雄物川上流直轄河川改修事業（間倉地区） 国 秋田県
雄物川上流直轄河川改修事業（強首地区） 国 秋田県
最上川上流直轄河川改修事業（須川） 国 山形県
利根川下流直轄河川改修事業 国 茨城県、千葉県
利根川上流直轄河川改修事業 国 茨城県、栃木県、群馬

県、埼玉県
江戸川直轄河川改修事業 国 東京都、茨城県、千葉

県、埼玉県
中川･綾瀬川直轄河川改修事業 国 埼玉県、東京都
烏川･神流川直轄河川改修事業 国 群馬県、埼玉県
渡良瀬川直轄河川改修事業 国 栃木県、群馬県
鬼怒川直轄河川改修事業 国 茨城県、栃木県
小貝川直轄河川改修事業 国 茨城県、栃木県
常陸利根川(霞ヶ浦等)直轄河川改修事業 国 茨城県、千葉県
姫川直轄河川改修事業 国 新潟県
神通川直轄河川改修事業（本川） 国 富山県
神通川直轄河川改修事業（井田川） 国 富山県
神通川直轄河川改修事業（熊野川） 国 富山県
大井川直轄河川改修事業 国 静岡県
鈴鹿川直轄河川改修事業 国 三重県
宮川直轄河川改修事業 国 三重県
江の川直轄河川改修事業（川越地区築堤事業） 国 島根県
江の川直轄河川改修事業（伊賀和志地区築堤事
業）

国 広島県

高梁川直轄河川改修事業（支川小田川改修事 国 岡山県
日野川直轄河川改修事業（立岩地区築堤事業） 国 鳥取県
太田川直轄環境整備事業（太田川河川ﾏﾘｰﾅ整備
事業）

国 広島県

遠賀川下流直轄河川改修事業 国 福岡県
遠賀川上流直轄河川改修事業 国 福岡県
遠賀川直轄河川改修事業（彦山川） 国 福岡県
矢部川直轄河川改修事業 国 福岡県
嘉瀬川直轄河川改修事業 国 佐賀県
六角川直轄河川改修事業 国 佐賀県
山国川直轄河川改修事業 国 大分県
小丸川直轄河川改修事業 国 宮崎県

（補助等）
事業名 事業主体 都道府県（実施場所）

滝名川広域基幹河川改修事業 岩手県 岩手県
諸葛川広域基幹河川改修事業 岩手県 岩手県
閉伊川広域基幹河川改修事業 岩手県 岩手県
盛川広域基幹河川改修事業 岩手県 岩手県
砂鉄川広域一般河川改修事業 岩手県 岩手県
夏川広域一般河川改修事業 岩手県 岩手県
三滝川広域基幹河川改修事業 三重県 三重県
員弁川広域基幹河川改修事業 三重県 三重県
朝明川広域基幹河川改修事業 三重県 三重県
鹿化川広域基幹河川改修事業 三重県 三重県
三渡川広域基幹河川改修事業(三渡川工区) 三重県 三重県
三渡川広域基幹河川改修事業（百々川工区） 三重県 三重県
芥川広域一般河川改修事業 三重県 三重県
堀切川高潮対策事業 三重県 三重県

別紙３　基本計画Ⅵ3（1）ア～オに該当する公共事業



【ダム事業】
（直轄）

事業名 事業主体 都道府県（実施場所）
沙流川総合開発 国 北海道
胆沢ダム 国 岩手県
足羽川ダム 国 福井県
灰塚ダム 国 広島県

（補助等）
事業名 事業主体 都道府県（実施場所）

徳冨ダム 北海道 北海道

【砂防事業】
（直轄等）

事業名 事業主体 都道府県（実施場所）
五千尺えん堤群 国 長野県
兎谷砂防えん堤群 国 富山県
真川第２号砂防えん堤 国 富山県
白谷砂防えん堤群 国 岐阜県
島々谷第６号砂防えん堤 国 長野県
阿武隈川水系松川流域松川床固 国 福島県
阿武隈川水系松川流域松川遊砂地 国 福島県
つえ谷山腹工事業 国 高知県

（補助）
事業名 事業主体 都道府県（実施場所）

沼田地区地すべり対策事業 山口県 山口県
才原地区地すべり対策事業 山口県 山口県
下畑地区地すべり対策事業 山口県 山口県
西津黄地区地すべり対策事業 山口県 山口県
東立石地区地すべり対策事業 山口県 山口県
川尻西地区地すべり対策事業 山口県 山口県
郡地区地すべり対策事業 山口県 山口県
兼城地区地すべり対策事業 沖縄県 沖縄県
吉富地区地すべり対策事業 沖縄県 沖縄県

【海岸事業】
（直轄）

事業名 事業主体 都道府県（実施場所）
駿河海岸直轄海岸保全施設整備事業 国 静岡県

（補助等）
事業名 事業主体 都道府県（実施場所）

平内海岸高潮対策事業 岩手県 岩手県
相差海岸高潮対策事業 三重県 三重県
鳥羽港海岸岩崎地区高潮対策事業 三重県 三重県
的矢港海岸的矢地区高潮対策事業 三重県 三重県
長島港海岸城ノ浜地区海岸環境整備事業 三重県 三重県
樋島港海岸樋島地区高潮対策事業 熊本県龍ヶ岳町 熊本県

【道路・街路事業】
（直轄）

事業名 事業主体 都道府県（実施場所）
一般国道236号 川西中札内道路 国 北海道
一般国道40号 音威子府バイパス 国 北海道
一般国道12号 江別道路 国 北海道
一般国道36号 明野拡幅 国 北海道
一般国道38号 芦別バイパス 国 北海道
一般国道234号 栗沢拡幅 国 北海道



一般国道241号 帯広北バイパス 国 北海道
一般国道334号 知床峠 国 北海道
一般国道334号 真鯉道路 国 北海道
一般国道336号 幌満防災 国 北海道
一般国道45号 普代バイパス 国 岩手県
一般国道4号 小鳥谷バイパス 国 岩手県
一般国道4号 築館バイパス 国 宮城県
一般国道7号 弘前バイパス 国 青森県
一般国道468号 首都圏中央連絡自動車（八王子
～青梅）

国 東京都

一般国道1号 新湘南バイパス 国 神奈川県
一般国道357号 東京湾岸道路（神奈川県区間） 国 神奈川県
一般国道4号 古河小山バイパス 国 栃木県、茨城県
一般国道17号 上武道路 国 埼玉県、群馬県
一般国道4号 北宇都宮拡幅 国 栃木県
一般国道4号 氏家～矢板バイパス 国 栃木県
一般国道6号 新宿拡幅 国 東京都
一般国道17号 鯉沢バイパス 国 群馬県
一般国道19号 塩尻北拡幅 国 長野県
一般国道20号 大月バイパス 国 山梨県
一般国道51号 成田拡幅 国 千葉県
一般国道470号 高岡砺波道路 国 富山県
一般国道148号 小谷道路 国 長野県
一般国道8号 栄拡幅 国 新潟県
一般国道8号 柏崎バイパス 国 新潟県
一般国道41号 南富山拡幅 国 富山県
一般国道116号 学校町交差点改良 国 新潟県
一般国道414号 河津下田道路（Ⅰ期） 国 静岡県
一般国道475号 東海環状自動車道（養老～北
勢）

国 岐阜県、三重県

一般国道25号 名阪道路 国 三重県
一般国道302号 名古屋環Ⅱ 国 愛知県
一般国道155号 豊田南バイパス 国 愛知県
一般国道41号 美濃加茂バイパス 国 岐阜県
一般国道23号 豊橋バイパス 国 愛知県
一般国道23号 岡崎バイパス 国 愛知県
一般国道1号 桑名東部拡幅 国 三重県
一般国道153号 足助バイパス 国 愛知県
一般国道158号 小屋名改良 国 岐阜県
一般国道1号 第二京阪道路（京都南道路・大阪
北道路）

国 京都府、大阪府

一般国道1号 水口道路 国 滋賀県
一般国道2号 神戸西バイパス 国 兵庫県
一般国道26号 第二阪和国道 国 大阪府
一般国道26号 和歌山北バイパス 国 和歌山県
一般国道165号 大和高田バイパス 国 奈良県
一般国道421号 石榑峠道路 国 滋賀県、三重県
一般国道1号 桜宮拡幅 国 大阪府
一般国道8号 米原バイパス 国 滋賀県
一般国道9号 福知山道路 国 京都府
一般国道175号 平野拡幅 国 兵庫県
一般国道2号 三原バイパス 国 広島県
一般国道9号 小郡改良 国 山口県
一般国道209号 津福バイパス 国 福岡県
一般国道210号 浮羽バイパス 国 福岡県
一般国道3号 基山拡幅 国 佐賀県
一般国道203号 厳木バイパス 国 佐賀県
一般国道3号 川尻バイパス 国 熊本県
一般国道57号 大津バイパス 国 熊本県
一般国道210号 日田バイパス 国 大分県



一般国道10号 別大拡幅 国 大分県
一般国道10号 犬飼バイパス 国 大分県
一般国道387号 柿ノ木峠 国 大分県
一般国道220号 早崎防災 国 鹿児島県
一般国道225号 川辺改良 国 鹿児島県

（補助等）
事業名 事業主体 都道府県（実施場所）

一般国道463号 越谷浦和バイパス 埼玉県 埼玉県
一般国道407号 日高バイパス 埼玉県 埼玉県
一般国道211号 小石原バイパス 福岡県 福岡県
遠州鉄道鉄道線連続立体交差事業 静岡県 静岡県
JR山陽本線・伯備線 岡山県 岡山県

【港湾整備事業】
（直轄）

事業名 事業主体 都道府県（実施場所）
小樽港 本港地区 多目的国際ターミナル整備事
業

国 北海道

（補助等）
事業名 事業主体 都道府県（実施場所）

三河港 浜町地区 防波堤整備事業 愛知県 愛知県
吉田港 宮崎地区 小型船だまり整備事業 愛知県 愛知県
境泉北港 泉北６区 港湾緑地整備事業 大阪府 大阪府

【住宅宅地関連公共施設等総合整備事業】
（補助等）

事業名 事業主体 都道府県（実施場所）
須磨多聞線（多井畑南他２団地） 神戸市 兵庫県

【住宅市街地整備総合支援事業】
（補助等）

事業名 事業主体 都道府県（実施場所）
芝浦・港南地区 東京都 東京都
百人町三・四丁目地区 新宿区 東京都
神戸駅周辺地区 神戸市 兵庫県

【密集住宅市街地装備促進事業】
（補助等）

事業名 事業主体 都道府県（実施場所）
西新宿地区 新宿区 東京都
北新宿地区 新宿区 東京都
大久保・百人町地区 新宿区 東京都
京島地区 墨田区 東京都
上目黒・祐天寺地区 目黒区 東京都
目黒本町地区 目黒区 東京都
東池袋四・五丁目地区 豊島区 東京都
染井霊園周辺地区 豊島区 東京都
荒川五・六丁目地区 荒川区 東京都
関原一丁目地区 足立区 東京都
真野地区 神戸市 兵庫県
原田・岩屋地区 神戸市 兵庫県
西出・東出・東川崎地区 神戸市 兵庫県
東垂水地区 神戸市 兵庫県

【都市公園事業】
（補助等）

事業名 事業主体 都道府県（実施場所）
熊野灘臨海公園 三重県 三重県
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別紙４－１ 中間評価を実施する研究開発課題 

課題名 評価実施主体 

ＩＴを活用した運航支援のための技術開発 総合政策局技術安全課 

地震発生過程の詳細なモデリングによる東海地震発生の

推定精度向上に関する研究 
気象研究所 

 
 
 

別紙４－２ 事後評価を実施する研究開発課題 

課題名 評価実施主体 

生態系の保全・生息空間の創造技術の開発 大臣官房技術調査課 

建設事業の品質管理体系に関する技術開発 大臣官房技術調査課 

投資効率向上・長期耐用都市型集合住宅の建設・再生技

術の開発 
大臣官房技術調査課 

災害等に対応した人工衛星利用技術に関する研究 大臣官房技術調査課 

外部コストを組み入れた建設事業コストの低減技術の開

発 
大臣官房技術調査課 

工業化インフィル住宅の工法等の開発 大臣官房技術調査課 

マイクロセンシング技術の建設工学への応用研究開発 大臣官房技術調査課 

既存建物の標準的構造性能評価法の開発 大臣官房技術調査課 

地震火災から木造都市を守る環境防災水利整備に関する

研究開発 
大臣官房技術調査課 

メガフロート情報基地機能実証実験 海事局技術課 

火山性地殻変動のダイナミックモデルに関する研究 国土地理院 

ニューラルネットによる画像情報の判別手法に関する研

究 
国土地理院 

データアシミレーションによる海況把握手法の研究 海上保安庁海洋情報部 

外洋域の潮流を考慮した漂流予測モデルの開発 海上保安庁海洋情報部 
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