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〔平成１５年３月２７日省議決定〕 
〔改正：平成１５年７月１５日省議決定〕 

 
平成１５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１５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１５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 政策チェックアップ（業績測定） 

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。な

お、平成１４年度に目標年次が到来した業績指標等については、当該指標に係る業

績目標の達成状況を評価する。 

２ 政策レビュー（プログラム評価） 

基本計画別紙３に掲げるテーマに係る政策のうち、後掲の別表１に掲げるものに

ついて、政策レビューを実施する。このうち、＊を付したテーマについては、平成

１５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及び完了後の事後評価 

（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（別表２－１）（同号イの要

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

要件に該当するもの） 

（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、別表３に掲げるものについて、再評価を実施する。 
 
（３）完了後の事後評価 
  別表４の公共事業を実施することを目的とする政策について、完了後の事後評価

を行う。 

４ 個別研究開発課題の中間評価及び終了後の事後評価 

（１）中間評価 

別表５－１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 

別表５－２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、終了後

の事後評価を実施する。 
 
 



   

– 3 – 

別表１ 政策レビュー実施テーマ 

テーマ 局等  

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、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 ＊ 

土地の有効利用 
－土地の流動化への取り組み－ 

土地・水資源局、総合政策局  

国内航空における規制緩和 
－改正航空法による規制緩和の検証－ 

航空局  

道路管理の充実 
－路上工事の縮減－ 

道路局  

台風・豪雨等に関する気象情報の充実 
－災害による被害軽減に向けて－ 

気象庁  

訪日外国人観光客の受け入れの推進 
－国際交流の拡大に向けて－ 

観光部、港湾局  

 （注）＊を付したテーマについては、平成１５年度内に評価結果を取りまとめる。 
 
 



別表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

【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１９号桟改良 国 長野県
一般国道１３８号御殿場バイパス（西区間） 国 静岡県
一般国道２４号紀北西道路 国 和歌山県
一般国道９号　仁摩・温泉津道路 国 島根県
一般国道１１号丹原道路 国 愛媛県

（補助等）
事業名 事業主体 都道府県（実施場所）

東北横断自動車道　宮守～東和 日本道路公団 岩手県
常磐自動車道　　　相馬～新地 日本道路公団 福島県
近畿自動車道　　　四日市～菰野 日本道路公団 三重県
近畿自動車道　　　尾鷲～紀勢 日本道路公団 三重県
近畿自動車道　　　高槻～箕面 日本道路公団 大阪府
近畿自動車道　　　田辺～白浜 日本道路公団 和歌山県
中国横断自動車道　口和～吉田掛合 日本道路公団 島根県・広島県
四国横断自動車道　小松島～鳴門 日本道路公団 徳島県
四国横断自動車道　宇和島～三間 日本道路公団 愛媛県
四国横断自動車道　中土佐～窪川 日本道路公団 高知県
東九州自動車道　　行橋～豊津 日本道路公団 福岡県
東九州自動車道　　佐伯～蒲江 日本道路公団 大分県
東九州自動車道　　志布志～鹿屋串良 日本道路公団 鹿児島県
仙石線 宮城県 宮城県
名古屋鉄道名古屋本線連続立体交差事業 岐阜県 岐阜県
豊田則定線（高橋） 愛知県 愛知県
西鉄天神大牟田線（春日原～下大利） 福岡県 福岡県
上熊本法成寺線 熊本県 熊本県

【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）
堅田駅西口土地区画整理事業 大津市 滋賀県
廿日市駅北土地区画整理事業 廿日市市 広島県

【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）
秋田中通一丁目 秋田県 秋田県
大工町一丁目 茨城県 茨城県

越谷駅東口 越谷駅東口地区
市街地再開発組合 埼玉県

西町・総曲輪 富山県 富山県
総曲輪通り南 富山県 富山県

【港湾整備事業】
（直轄）

事業名 事業主体 都道府県（実施場所）
三池港　内港北地区　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）

浜田港　福井地区　臨港道路整備事業 島根県 島根県
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別表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

【河川事業】
（直轄）

事業名 事業主体 都道府県（実施場所）
江の川直轄河川改修事業（大貫地区） 国 島根県
物部川直轄河川改修事業（南国箇所） 国 高知県
石狩川下流直轄河川環境整備事業
（河川利用推進事業） 国 北海道

常呂川直轄河川環境整備事業 国 北海道
淀川直轄河川環境整備事業（自然再生事業） 国 大阪府

（補助等）
事業名 事業主体 都道府県（実施場所）

小石川広域基幹河川改修事業 北海道 北海道
利別川広域基幹河川改修事業 北海道 北海道
中の川都市基盤河川改修事業 札幌市 北海道
ｱｶｼｱ川準用河川改修事業 札幌市 北海道
新発寒桜川準用河川改修事業 札幌市 北海道
金沢川準用河川改修事業 松尾村 岩手県
下蟹沢準用河川改修事業 前橋市 群馬県
赤沼川準用河川改修事業 伊勢崎市 群馬県
飯盛川広域一般河川改修事業 埼玉県 埼玉県
江川都市基盤河川改修事業 桶川市 埼玉県
古綾瀬川都市基盤河川改修事業 草加市 埼玉県
根木名川広域基幹河川改修事業 千葉県 千葉県
神崎川都市基盤河川改修事業 市原市 千葉県
神田川総合治水対策特定河川事業（神田川） 東京都 東京都
要定川広域基幹河川改修事業 神奈川県 神奈川県
名瀬川都市基盤河川改修事業 横浜市 神奈川県
中川準用河川改修事業 富山市 富山県
がめ川準用河川改修事業 富山市 富山県
浅野川広域基幹河川改修事業（森下川） 石川県 石川県
五明川広域一般河川改修事業 山梨県 山梨県
東川準用河川改修事業 南部町 山梨県
井関川準用河川改修事業 木津町 京都府
野川準用河川改修事業 夜久野町 京都府
煤谷川準用河川改修事業 精華町 京都府
櫨谷川都市基盤河川改修事業 神戸市 兵庫県
泊川準用河川改修事業 加古川市 兵庫県
住吉川広域一般河川改修事業 和歌山県 和歌山県
七瀬川広域一般河川改修事業 和歌山県 和歌山県
立江川広域基幹河川改修事業（政所谷川） 徳島県 徳島県
肱川広域基幹河川改修事業（肱川工区） 愛媛県 愛媛県
国分川広域基幹河川改修事業（久万川） 高知県 高知県
桃太郎川最上流準用河川改修事業 久留米市 福岡県
玉島川広域一般河川改修事業（横田川） 佐賀県 佐賀県
東谷川準用河川改修事業 宮之城町 鹿児島県
綾瀬川流域河川環境整備事業 埼玉県 埼玉県
土庫川河川環境整備事業 奈良県 奈良県

【ダム事業】
（直轄）

事業名 事業主体 都道府県（実施場所）
足羽川ダム建設事業 国 福井県
木曽川流水総合改善事業 国 岐阜県
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本明川ダム建設事業 国 長崎県
厳木ダム湖活用環境整備事業 国 佐賀県

（補助）
事業名 事業主体 都道府県（実施場所）

佐梨川ダム建設事業 新潟県 新潟県

【砂防事業】
（直轄）

事業名 事業主体 都道府県（実施場所）
濁沢第六砂防えん堤 国 山形県
ワミ沢砂防えん堤群 国 栃木県
日光地区土石流対策えん堤群 国 栃木県
尾添川第２号砂防えん堤 国 石川県
大武川床固群 国 山梨県
大春木砂防えん堤群 国 山梨県
梶谷第4砂防えん堤 国 長野県
本谷砂防えん堤群 国 岐阜県
四ツ目遊砂工 国 岐阜県
水無川上流堰堤群 国 長崎県

（補助等）
事業名 事業主体 都道府県（実施場所）

二股沢川火山砂防事業 北海道 北海道
綱木川通常砂防事業 山形県 山形県
白狐川通常砂防事業 千葉県 千葉県
前川通常砂防事業 新潟県 新潟県
達者川通常砂防事業 新潟県 新潟県
稲荷川火山砂防事業 新潟県 新潟県
島田川火山砂防事業 新潟県 新潟県
野積川通常砂防事業 富山県 富山県
下条川通常砂防事業 富山県 富山県
山辺川通常砂防事業 大阪府 大阪府
千塚川通常砂防事業 大阪府 大阪府
寺川通常砂防事業 大阪府 大阪府
矢谷川通常砂防事業 鳥取県 鳥取県

【地すべり対策事業】
（補助等）

事業名 事業主体 都道府県（実施場所）
正和地区地すべり対策事業 北海道 北海道
平地区地すべり対策事業 宮城県 宮城県
田代地区地すべり対策事業 神奈川県 神奈川県
よしお地区地すべり対策事業 新潟県 新潟県
坪山地区地すべり対策事業 新潟県 新潟県
小谷地すべり対策事業 京都府 京都府
黒田地区地すべり対策事業 兵庫県 兵庫県
宿地区地すべり対策事業 兵庫県 兵庫県
山田中地区地すべり対策事業 島根県 島根県
前田地区地すべり対策事業 山口県 山口県
京上地区地すべり対策事業 徳島県 徳島県
西浦地区地すべり対策事業 徳島県 徳島県
泉野地区地すべり対策事業 徳島県 徳島県
春日川上流地区地すべり対策事業 香川県 香川県
寺浦地区地すべり対策事業 佐賀県 佐賀県
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【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）
森屋－２地区急傾斜地崩壊対策事業 山梨県 山梨県
道芝地区急傾斜地崩壊対策事業 京都府 京都府

【雪崩対策事業】
（補助等）

事業名 事業主体 都道府県（実施場所）
大島地区雪崩対策事業 富山県 富山県

【海岸事業】
（直轄）

事業名 事業主体 都道府県（実施場所）
津松阪港海岸　松阪地区　直轄海岸保全施設整備事業 国 三重県

（補助等）
事業名 事業主体 都道府県（実施場所）

森越海岸侵食対策事業 北海道 北海道
菅里海岸環境整備事業 山形県 山形県
荒浜海岸侵食対策事業 新潟県 新潟県
境海岸侵食対策事業 富山県 富山県
富山海岸侵食対策事業 富山県 富山県
雨晴海岸環境整備事業 富山県 富山県
小松海岸侵食対策事業 石川県 石川県
宮古港海岸　高浜地区　高潮対策事業 岩手県 岩手県
敦賀港海岸　松原地区　侵食対策事業 福井県 福井県
堺泉北港海岸　堺地区　高潮対策事業 大阪府 大阪府
姫路港海岸　大江島地区　高潮対策事業 兵庫県 兵庫県
江井港海岸　江井地区　侵食対策事業 兵庫県 兵庫県
新宮港海岸　宇久井地区　侵食対策事業 和歌山県 和歌山県
赤碕港海岸　八橋地区　侵食対策事業 鳥取県 鳥取県
七類港海岸　猿渡地区　海岸環境整備事業 島根県 島根県
児島港海岸　唐琴地区　海岸環境整備事業 岡山県 岡山県
徳山下松港海岸　光地区　高潮対策事業 山口県 山口県
沖浦西港海岸　戸田地区　高潮対策事業 山口県 山口県
伊方港海岸　仁田之浜地区　高潮対策事業 伊方町 愛媛県
今治港海岸　大新田地区　高潮対策事業 今治市 愛媛県
大牟田港海岸　健老開地区　高潮対策事業 福岡県 福岡県
大分港海岸　鶴崎地区　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450号　旭川紋別自動車道
白滝丸瀬布道路 国 北海道

一般国道228号　函館江差自動車道
茂辺地木古内道路 国 北海道

一般国道230号　小金湯拡幅 国 北海道
一般国道231号　雄冬防災 国 北海道
一般国道234号　早来道路 国 北海道
一般国道4号　平泉バイパス 国 岩手県
一般国道４６８号　首都圏中央連絡自動車道
(つくば～大栄） 国及び日本道路公団 茨城県・千葉県

一般国道６号　　　牛久土浦バイパス 国 茨城県
一般国道１７号　　与野大宮道路 国 埼玉県
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一般国道４６８号　首都圏中央連絡自動車道
(茂原～木更津） 国及び日本道路公団 千葉県

一般国道４６８号　首都圏中央連絡自動車道
(茅ヶ崎～海老名） 国 神奈川県

一般国道４６８号　首都圏中央連絡自動車道
(海老名～厚木） 国及び日本道路公団 神奈川県

一般国道475号東海環状自動車道（関～養老） 国 岐阜県
一般国道２９号　津ノ井バイパス 国 鳥取県
一般国道２号　西広島バイパス 国 広島県
一般国道３７５号　作木・大和道路 国 広島県・島根県
一般国道3号 東櫛原拡幅 国 福岡県
一般国道10号 延岡道路 国 宮崎県

（補助等）
事業名 事業主体 都道府県（実施場所）

北海道縦貫自動車道　七飯～長万部 日本道路公団 北海道
北海道横断自動車道　池田～阿寒 日本道路公団 北海道
北海道横断自動車道　本別～訓子府 日本道路公団 北海道
東関東自動車道　　　木更津～富津 日本道路公団 千葉県
中部横断自動車道　　増穂～双葉 日本道路公団 山梨県
東海北陸自動車道　　清見～上平 日本道路公団 岐阜県・富山県
第二東海自動車道　　長泉～東海 日本道路公団 静岡県・愛知県
近畿自動車道　　　　亀山～城陽 日本道路公団 三重県・滋賀県・京都府
近畿自動車道　　　　紀勢～勢和 日本道路公団 三重県
中国横断自動車道　　佐用～大原 日本道路公団 兵庫県・岡山県
横浜横須賀道路（佐原～馬堀海岸） 日本道路公団 神奈川県
一般国道339号　五所川原北バイパス 青森県 青森県
一般国道282号　西根バイパス 岩手県 岩手県
一般国道346号　鹿島台バイパス 宮城県 宮城県
一般国道286号　鉄砲町拡幅 山形県 山形県
一般国道252号　松倉拡幅 福島県 福島県
一般国道３５４号  岩井水海道バイパス 茨城県 茨城県
一般国道１２５号  新治拡幅 茨城県 茨城県
一般国道１４５号　八ッ場バイパス 群馬県 群馬県
一般国道３５３号　山口バイパス 群馬県 群馬県
一般国道249号輪島バイパス 石川県 石川県
一般国道248号　平和バイパス 岐阜県 岐阜県
一般国道248号　関バイパス 岐阜県 岐阜県
一般国道１５０号清水バイパス 静岡県 静岡県
一般国道４１４号静浦バイパス 静岡県 静岡県
一般国道１６６号　田引バイパス 三重県 三重県
一般国道１６３号　南河路バイパス 三重県 三重県
一般国道３０３号金居原バイパス 滋賀県 滋賀県
一般国道１７８号香住道路（鳥取豊岡宮津自動車道） 兵庫県 兵庫県
一般国道２８号長田拡幅 兵庫県 兵庫県
一般国道４８０号平道路 和歌山県 和歌山県
一般国道４８２号　下蚊屋バイパス 鳥取県 鳥取県
一般国道４８６号　福山拡幅 広島県 広島県
一般国道４３２号　竹原バイパス 広島県 広島県
一般国道４８８号　東山バイパス 広島県 広島県
一般国道４３５号　美祢～豊田バイパス 山口県 山口県
一般国道１９５号出合大戸バイパス 徳島県 徳島県
一般国道４９２号穴吹バイパス 徳島県 徳島県
一般国道４３８号坂出拡幅 香川県 香川県
一般国道３８０号小田バイパス 愛媛県 愛媛県
一般国道４４１号網代バイパス 高知県 高知県
一般国道４９４号佐川～吾桑バイパス 高知県 高知県
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一般国道３８２号どう坂バイパス 長崎県 長崎県
一般国道２１９号球泉洞バイパス 熊本県 熊本県
一般国道２６６号高戸バイパス 熊本県 熊本県
一般国道３２５号旭志拡幅 熊本県 熊本県
一般国道５０２号野田拡幅 大分県 大分県
一般国道２６５号　下椎葉拡幅 宮崎県 宮崎県
一般国道５８号中種子道路 鹿児島県 鹿児島県
札幌夕張線 北海道 北海道
岩見沢三笠線 北海道 北海道
夕張新得線 北海道 北海道
南部三原山線 大島町 東京都
厳原豆酘美津島線 長崎県 長崎県
桑之浦里港線 鹿児島県 鹿児島県
県道１８号線 沖縄県 沖縄県
田名野甫線 沖縄県 沖縄県
高野川満線 沖縄県 沖縄県
市道２５４号線 豊見城市 沖縄県
市道６号線 豊見城市 沖縄県
東原村木沢線（香澄町工区） 山形県 山形県
栄町置賜町線 福島市 福島県
結城停車場線 茨城県 茨城県
羽鳥宿張星線 美野里町 茨城県
間々田北通り 栃木県 栃木県
高砂仲町線 さいたま市 埼玉県
八街神門線 千葉県 千葉県
環状第８号線（北町） 東京都 東京都
底土空港八重根線 東京都 東京都
藤沢厚木線外１ 神奈川県 神奈川県
山下長津田線（鴨居地区） 横浜市 神奈川県
桜木東戸塚線（名瀬地区） 横浜市 神奈川県
環状４号線（公田桂町地区） 横浜市 神奈川県
来清東西線 新潟県 新潟県
中央地区 上市町 富山県
空港軽海線（地子） 石川県 石川県
府中七尾駅線 石川県 石川県
小立野古府線 金沢市 石川県
北街道線 静岡県 静岡県
豊島加茂線 磐田市 静岡県
秋葉山高向線外１線 三重県 三重県
駅前高塚線外１線 三重県 三重県
富田目垣線・富田奈佐原線 大阪府 大阪府
南海本線（泉大津市）連続立体交差事業 大阪府 大阪府
本庄西天満線（神山） 大阪市 大阪府
建石線(南郷） 兵庫県 兵庫県
中央幹線外３線のうち
中央幹線（西須磨）、須磨多聞線（西須磨） 神戸市 神戸市

弓場線 神戸市 神戸市
山手幹線外３線のうち山手幹線（灘） 神戸市 神戸市
平田阿部山線 奈良県 奈良県
元町人麿線外１線 島根県 島根県
出雲西城線 島根県 島根県
斐川中央線 斐川町 島根県
下石井岩井線外１線 岡山市 岡山県
松永港本郷線 広島県 広島県
宇部湾岸線 山口県 山口県
ＪＲ四国土讃線連続立体交差事業 高知県 高知県
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上町二丁目南城山線（若草町工区） 高知市 高知県
箱崎阿恵線 福岡市 福岡県
佐賀大和線 佐賀県 佐賀県
神浦山手線 長崎県 長崎県
八代緑の回廊線 八代市 熊本県
富士見通鳥居線 大分県 大分県
亀井通線（大瀬橋） 延岡市 宮崎県
大炊田久峰通線外１線 佐土原町 宮崎県
川跡線 鹿児島県 鹿児島県
新町線外１線 鹿児島県 鹿児島県
和泊中央線 鹿児島県 鹿児島県
海岸通線（平土野工区） 天城町 鹿児島県
牧志壺屋線（１工区） 那覇市 沖縄県
首里金城地区（金城西線） 那覇市 沖縄県
真和志中央線 那覇市 沖縄県
室川線（１工区） 沖縄市 沖縄県
川尻親田原線（１工区） 糸満市 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）
太田地区土地区画整理事業 盛岡市 岩手県
老野森土地区画整理事業 天童市 山形県
本郷第一土地区画整理事業 阿見町 茨城県
守谷駅周辺土地区画整理事業 守谷市 茨城県
逆井土地区画整理事業 逆井土地区画整理組合 茨城県
四ツ京土地区画整理事業 四ツ京土地区画整理組合 茨城県
東下根特定土地区画整理事業 都市基盤整備公団 茨城県
下高井特定土地区画整理事業 都市基盤整備公団 茨城県
那須塩原駅北土地区画整理事業 黒磯市 栃木県
山辺西部第一土地区画整理事業 足利市 栃木県
佐野新都市土地区画整理事業 地域振興整備公団 栃木県
二中地区（第三）土地区画整理事業 前橋市 群馬県
倉賀野駅北土地区画整理事業 高崎市 群馬県
小暮地区土地区画整理事業 富士見村 群馬県
双柳南部土地区画整理事業 飯能市 埼玉県
狭山台土地区画整理事業 入間市 埼玉県
扇台土地区画整理事業 入間市 埼玉県
一本松土地区画整理事業 鶴ヶ島市 埼玉県
武蔵高萩駅北土地区画整理事業 日高市 埼玉県
片柳土地区画整理事業 坂戸市 埼玉県
川越駅西口（第二工区）土地区画整理事業 川越市 埼玉県
鶴瀬駅西口土地区画整理事業 富士見市 埼玉県

大和田特定土地区画整理事業 大和田特定
土地区画整理組合 埼玉県

月輪土地区画整理事業 月輪土地区画整理組合 埼玉県

大谷北部第二土地区画整理事業 大谷北部第二
土地区画整理組合 埼玉県

中央第二谷中土地区画整理事業 中央第二谷中
土地区画整理組合 埼玉県

東幕張土地区画整理事業 千葉市 千葉県
新鎌ヶ谷特定土地区画整理事業 都市基盤整備公団 千葉県
佐野六木土地区画整理事業 足立区 東京都
六町四丁目付近土地区画整理事業 東京都 東京都
宮脇第一土地区画整理事業 掛川市 静岡県
東小川土地区画整理事業 焼津市 静岡県
大覚寺八楠土地区画整理事業 焼津市 静岡県
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清水駅東土地区画整理事業 清水市 静岡県
静岡東部拠点第一地区土地区画整理事業 地域振興整備公団 静岡県
浜北新都市土地区画整理事業 地域振興整備公団 静岡県

尾張旭旭前城前特定土地区画整理事業 尾張旭旭前城前
特定土地区画整理組合 愛知県

西春鍜治ヶ一色土地区画整理事業 西春鍜治ヶ一色
土地区画整理組合 愛知県

東海浅山新田土地区画整理事業 東海浅山新田
土地区画整理組合 愛知県

豊田浄水特定土地区画整理事業 豊田浄水
特定土地区画整理組合 愛知県

尾張西部都市拠点地区土地区画整理事業 都市基盤整備公団 愛知県
小牧南土地区画整理事業 小牧市 愛知県
豊川駅東土地区画整理事業 豊川市 愛知県
長吉東部地区土地区画整理事業 大阪市 大阪府
放出駅周辺地区土地区画整理事業 大阪市 大阪府

鴻池土地区画整理事業 伊丹市鴻池
土地区画整理組合 兵庫県

西宮北口駅北東土地区画整理事業 西宮市 兵庫県
富島土地区画整理事業 北淡町 兵庫県
六甲道駅北土地区画整理事業 神戸市 兵庫県
松本土地区画整理事業 神戸市 兵庫県
新長田駅北土地区画整理事業 神戸市 兵庫県
大供周辺土地区画整理事業 岡山市 岡山県
大野町中央地区土地区画整理事業 大野町 広島県
防府駅北土地区画整理事業 防府市 山口県
麓土地区画整理事業 串木野市 鹿児島県
中心市街地土地区画整理事業 豊見城市 沖縄県

【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）
戸塚駅西口第１ 横浜市 神奈川県

JR高槻駅北 JR高槻駅北地区
市街地再開発組合 大阪府

六甲道駅南 神戸市 兵庫県
新長田駅南 神戸市 兵庫県
駅元町 岡山市 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）
大船渡港　永浜地区　多目的国際ﾀｰﾐﾅﾙ整備事業 国 岩手県
秋田港　向浜地区　多目的国際ﾀｰﾐﾅﾙ整備事業 国 秋田県
酒田港　外港地区　多目的国際ﾀｰﾐﾅﾙ整備事業 国 山形県
木更津港　南部地区　多目的国際ﾀｰﾐﾅﾙ整備事業 国 千葉県
尾道糸崎港　機織地区　多目的国際ﾀｰﾐﾅﾙ整備事業 国 広島県
松山港　外港地区　多目的国際ﾀｰﾐﾅﾙ整備事業 国 愛媛県
北九州港　新門司地区　多目的国際ﾀｰﾐﾅﾙ整備事業 国 福岡県
鹿児島港　中央港区　防波堤整備事業 国 鹿児島県

（補助等）
事業名 事業主体 都道府県（実施場所）

釧路港　東港地区　小型船だまり整備事業 釧路市 北海道
大船渡港　永浜地区　国内物流ﾀｰﾐﾅﾙ整備事業 岩手県 岩手県
小名浜港　１号ふ頭地区　小型船だまり整備事業 福島県 福島県
小名浜港　東港地区　広域資源活用護岸整備事業 福島県 福島県

－ 11 －



御蔵島港　里浜地区　離島ﾀｰﾐﾅﾙ整備事業 東京都 東京都
魚津港　北地区　小型船だまり整備事業 富山県 富山県
和田港　尾内地区　港湾緑地整備事業 福井県 福井県
鳥羽港　佐田浜地区　旅客対応ﾀｰﾐﾅﾙ整備事業 三重県 三重県
三河港　大塚地区　港湾緑地整備事業 愛知県 愛知県
新宮港　三輪崎地区　多目的国際ﾀｰﾐﾅﾙ整備事業 和歌山県 和歌山県
浜田港　福井地区　港湾緑地整備事業 島根県 島根県
益田港　高津地区　小型船だまり整備事業 島根県 島根県
広島港　出島地区　廃棄物埋立護岸整備事業 広島県 広島県
尾道糸崎港　松浜地区　小型船だまり整備事業 広島県 広島県
尾道糸崎港　貝野地区　廃棄物埋立護岸整備事業 広島県 広島県
呉港　阿賀地区　港湾緑地整備事業 呉市 広島県
柳井港　岸ノ下地区　国内物流ﾀｰﾐﾅﾙ整備事業 山口県 山口県
徳島小松島港　沖洲地区　国内物流ﾀｰﾐﾅﾙ整備事業 徳島県 徳島県
徳島小松島港　赤石地区　国内物流ﾀｰﾐﾅﾙ整備事業 徳島県 徳島県
丸亀港　御供所地区 小型船だまり整備事業 香川県 香川県
松山港　外港地区　国内物流ﾀｰﾐﾅﾙ整備事業 愛媛県 愛媛県
東予港　西条地区　廃棄物埋立護岸整備事業 愛媛県 愛媛県
早川港　早川地区　国内物流ﾀｰﾐﾅﾙ整備事業 宮窪町 愛媛県
早川港　早川地区　港湾緑地整備事業 宮窪町 愛媛県
北九州港　響灘地区　港湾緑地整備事業 北九州市 福岡県
博多港　中央ふ頭地区　臨港道路整備事業 福岡市 福岡県
長崎港　女神地区　臨港道路整備事業 長崎県 長崎県
相の浦港　相の浦地区　小型船だまり整備事業 長崎県 長崎県
久山港　久山地区　国内物流ﾀｰﾐﾅﾙ整備事業 長崎県 長崎県
三角港　際崎地区　港湾緑地整備事業 熊本県 熊本県
日出港　尖地区　国内物流ﾀｰﾐﾅﾙ整備事業 大分県 大分県
鹿児島県　本港地区　港湾緑地整備事業 鹿児島県 鹿児島県
やすら浜港　やすら浜地区　離島ﾀｰﾐﾅﾙ整備事業 十島村 鹿児島県
浦底港　浦底地区　小型船だまり整備事業 東町 鹿児島県
田尻港　田尻地区　小型船だまり整備事業 南種子町 鹿児島県
喜界島港　手久津久地区　小型船だまり整備事業 喜界町 鹿児島県

【空港整備事業】
（補助等）

事業名 事業主体 都道府県（実施場所）
静岡空港新設事業 静岡県 静岡県

【航空路整備事業】
（直轄）

事業名 事業主体 都道府県（実施場所）
航空衛星システム整備 国 茨城県、兵庫県

【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）
県営北野団地 岩手県 岩手県
渡ノ羽団地 小坂町 秋田県
上除団地 長岡市 新潟県
清明山団地 愛知県 愛知県
秋葉団地 愛知県 愛知県
古市中第１・第２、古市 大阪市 大阪府
南住吉・第２・第３ 大阪市 大阪府
加古川神野高層第8期住宅 兵庫県 兵庫県
和田島団地 小松島市 徳島県
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【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）
間々田北通り(間々田土地区画整理) 栃木県 栃木県
八潮越谷線(北越谷東部土地区画整理) 埼玉県 埼玉県
市道　石神境町線(川口戸塚駅周辺) 埼玉県 埼玉県
駅南口停車場線他２路線(月輪土地区画整理) 埼玉県 埼玉県
一級河川印旛放水路(鹿島川)(佐倉寺崎土地区画整理) 千葉県 千葉県
市道3･3･6牛袋小浜線(請西第三) 千葉県 千葉県
市道3･4･12木更津伊豆島線(中尾･伊豆島) 千葉県 千葉県
物井１号線(物井) 四街道市 千葉県
3･4･30千葉ニュータウン関連街路(千葉ニュータウン) 都市基盤整備公団 千葉県
印西総合公園(千葉ニュータウン) 都市基盤整備公団 千葉県
5駅圏電気・電話・CATV(千葉ニュータウン) 都市基盤整備公団 千葉県
7駅圏電気・電話・CATV(千葉ニュータウン) 都市基盤整備公団 千葉県
5駅圏広場(千葉ニュータウン) 都市基盤整備公団 千葉県
7駅圏広場(千葉ニュータウン) 都市基盤整備公団 千葉県
4～11住区多目的広場(多摩ニュータウン) 都市基盤整備公団 東京都
3･4･8東海大学前駅真田線(真田北金目) 神奈川県 神奈川県
都市計画道路横浜厚木線関連外郭部
(市営三ツ境・市営出刈場住宅) 横浜市 神奈川県

小川下小田線(焼津南部) 静岡県 静岡県
梅ノ木線(汐止) 名古屋市 名古屋市
希望ヶ丘４号線始め11路線 名古屋市 名古屋市
3･3･63大山田播磨線他２路線
(蓮花寺西部丘陵ニュータウン) 都市基盤整備公団 三重県

一級河川佐保川(国際文化公園都市) 都市基盤整備公団 大阪府
(二)明石川(高潮)(西神住宅団地２団地) 兵庫県 兵庫県
創造の森他緑地(名塩ニュータウン) 都市基盤整備公団 兵庫県
276街区他雨汚水(名塩ニュータウン) 都市基盤整備公団 兵庫県
三石台垂井線
(橋本林間田園都市第３地区土地区画整理) 橋本市 和歌山県

3･4･11三石台垂井線他２路線(橋本林間田園都市) 都市基盤整備公団 和歌山県
飛行場南線(貫)(西鉄曽根) 北九州市 福岡県
町道小田・小浜線(隼人ガーデンシティー) 隼人町 鹿児島県
町道小田西線(隼人ガーデンシティー) 隼人町 鹿児島県

【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）
新所沢第一地区 都市基盤整備公団 埼玉県
光ヶ丘地区 都市基盤整備公団 千葉県
南千住地区 荒川区 東京都
西経堂地区 都市基盤整備公団 東京都
久米川地区 都市基盤整備公団 東京都
虹ヶ丘西地区 都市基盤整備公団 愛知県
都島リバーシティ地区 都市基盤整備公団 大阪府
出来島地区 都市基盤整備公団 大阪府
金岡地区 都市基盤整備公団 大阪府
旭ヶ丘地区 都市基盤整備公団 大阪府
神戸市震災復興地区（六甲） 神戸市 兵庫県
神戸市震災復興地区（東部新都心周辺） 神戸市 兵庫県
神戸市震災復興地区（松本周辺） 神戸市 兵庫県
神戸市震災復興地区（新長田） 神戸市 兵庫県
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【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）
赤城周辺地区 新宿区 東京都
蒲田２・３丁目地区 大田区 東京都
上十条三・四丁目地区 北区 東京都
足立一・二・三丁目地区 足立区 東京都
湊西地区 堺市 大阪府
那波丘の台地区 相生市 兵庫県
西折尾地区 北九州市 福岡県
平松地区 北九州市 福岡県

【下水道事業】
（補助等）

事業名 事業主体 都道府県（実施場所）
七飯町特定環境保全公共下水道事業 七飯町 北海道
中富良野町特定環境保全公共下水道事業 中富良野町 北海道
南富良野町特定環境保全公共下水道事業 南富良野町 北海道
朝日町特定環境保全公共下水道事業 朝日町 北海道
増毛町公共下水道事業 増毛町 北海道
羽幌町公共下水道事業 羽幌町 北海道
早来町公共下水道事業 早来町 北海道
足寄町公共下水道事業 足寄町 北海道
陸別町特定環境保全公共下水道事業 陸別町 北海道
弟子屈町公共下水道事業 弟子屈町 北海道
白糠町公共下水道事業 白糠町 北海道
音別町特定環境保全公共下水道事業 音別町 北海道
平舘村特定環境保全公共下水道 平舘村 青森県
川内町特定環境保全公共下水道 川内町 青森県
二戸市公共下水道事業 二戸市 岩手県
東山町公共下水道事業 東山町 岩手県
山田町公共下水道事業 山田町 岩手県
大東町特定環境保全公共下水道 大東町 岩手県
田老町特定環境保全公共下水道 田老町 岩手県
大野村特定環境保全公共下水道 大野村 岩手県
色麻町特定環境保全公共下水道事業 色麻町 宮城県
花山村特定環境保全公共下水道事業 花山村 宮城県
栗駒町特定環境保全公共下水道事業 栗駒町 宮城県
一迫町特定環境保全公共下水道事業 一迫町 宮城県
金成町特定環境保全公共下水道事業 金成町 宮城県
矢島町公共下水道事業 矢島町 秋田県
大内町特定環境保全公共下水道 大内町 秋田県
西仙北町特定環境保全公共下水道 西仙北町 秋田県
西川町公共下水道事業 西川町 山形県
大江町公共下水道事業 大江町 山形県
最上町公共下水道事業 最上町 山形県
朝日村特定環境保全公共下水道事業 朝日村 山形県
温海町公共下水道事業 温海町 山形県
松山町特定環境保全公共下水道事業 松山町 山形県
長沼町特定環境保全公共下水道事業 長沼町 福島県
北塩原村特定環境保全公共下水道事業 北塩原村 福島県
西会津町特定環境保全公共下水道事業 西会津町 福島県
桂村特定環境保全公共下水道事業 桂村 茨城県
烏山町公共下水道 烏山町 栃木県
西那須野町公共下水道 西那須野町 栃木県
塩原町公共下水道 塩原町 栃木県
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小野上村単独特定環境保全公共下水道事業 小野上村 群馬県
白沢村単独特定環境保全公共下水道事業 白沢村 群馬県
板倉町単独公共下水道事業 板倉町 群馬県
上里公共下水道 上里町 埼玉県
六方都市下水路事業 千葉市 千葉県
旭市公共下水道事業 旭市 千葉県
市原市公共下水道事業 市原市 千葉県
巻町公共下水道事業 巻町 新潟県
西川町公共下水道事業 西川町 新潟県
津南町特定環境保全公共下水道事業 津南町 新潟県
柿崎町公共下水道事業 柿崎町 新潟県
板倉町特定環境保全公共下水道事業 板倉町 新潟県
相川町特定環境保全公共下水道事業 相川町 新潟県
小木町特定環境保全公共下水道事業 小木町 新潟県
神通川左岸流域関連高岡公共下水道 高岡市 富山県
大山町特定環境保全公共下水道 大山町 富山県
上市町特定環境保全公共下水道 上市町 富山県
神通川左岸流域関連八尾公共下水道 八尾町 富山県
神通川左岸流域関連婦中公共下水道 婦中町 富山県
神通川左岸流域関連大門公共下水道 大門町 富山県
神通川左岸流域関連大島公共下水道 大島町 富山県
輪島市公共下水道事業 輪島市 石川県
鶴来町公共下水道事業 鶴来町 石川県
穴水町公共下水道事業 穴水町 石川県
高根町特定環境保全下水道事業 高根町 山梨県
高森町公共下水道事業 高森町 長野県
飯島町公共下水道事業 飯島町 長野県
南佐久公共下水道事業 南佐久環境衛生組合 長野県
麻績村特定環境保全公共下水道事業 麻績村 長野県
信州新町特定環境保全公共下水道事業 信州新町 長野県
松川村特定環境保全公共下水道事業 松川村 長野県
中野市特定環境保全公共下水道事業 中野市 長野県
大町市特定環境保全公共下水道事業 大町市 長野県
八幡町公共下水道事業 八幡町 岐阜県
白鳥町特定環境保全公共下水道事業 白鳥町 岐阜県
高鷲村特定環境保全公共下水道事業 高鷲村 岐阜県
富加町特定環境保全公共下水道事業 富加町 岐阜県
福岡町特定環境保全公共下水道事業 福岡町 岐阜県
明智町特定環境保全公共下水道事業 明智町 岐阜県
下呂町特定環境保全公共下水道事業 下呂町 岐阜県
国府町特定環境保全公共下水道事業 国府町 岐阜県
湖西市公共下水道事業 湖西市 静岡県
大須賀町公共下水道事業 大須賀町 静岡県
浜岡町特定環境保全公共下水道事業 浜岡町 静岡県
春野町特定環境保全公共下水道事業 春野町 静岡県
豊岡村特定環境保全公共下水道事業 豊岡村 静岡県
新居町公共下水道事業 新居町 静岡県
知多市公共下水道事業 知多市 愛知県
岩倉市公共下水道事業 岩倉市 愛知県
東浦町公共下水道事業 東浦町 愛知県
亀山市公共下水道事業 亀山市 三重県
菰野町公共下水道事業 菰野町 三重県
菰野町特定環境保全公共下水道事業 菰野町 三重県
朝明都市下水路事業 四日市市 三重県
向日市公共下水道事業 向日市 京都府
宇治田原町公共下水道事業 宇治田原町 京都府
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京北町特定環境保全公共下水道事業 京北町 京都府
大江町特定環境保全公共下水道事業 大江町 京都府
網野町特定環境保全公共下水道事業 網野町 京都府
大阪狭山市公共下水道事業 大阪狭山市 大阪府
稲美町公共下水道事業 稲美町 兵庫県
揖保川町特定環境保全公共下水道 揖保川町 兵庫県
佐用町特定環境保全公共下水道 佐用町 兵庫県
日高町公共下水道 日高町 兵庫県
村岡町特定環境保全公共下水道 村岡町 兵庫県
養父町特定環境保全公共下水道 養父町 兵庫県
和歌山市公共下水道事業 和歌山市 和歌山県
貴志都市下水路事業 和歌山市 和歌山県
淀江町公共下水道事業 淀江町 鳥取県
智頭町特定環境保全公共下水道事業 智頭町 鳥取県
北条町特定環境保全公共下水道事業 北条町 鳥取県
仁多町特定環境保全公共下水道事業 仁多町 島根県
日原町特定環境保全公共下水道事業 日原町 島根県
岡山市公共下水道事業 岡山市 岡山県
岡山市特定環境保全公共下水道事業 岡山市 岡山県
鴨方町公共下水道事業 鴨方町 岡山県
作東町特定環境保全公共下水道事業 作東町 岡山県
吉田町公共下水道事業 吉田町 広島県
安芸津町公共下水道事業 安芸津町 広島県
大柿町特定環境保全公共下水道事業 大柿町 広島県
福富町特定環境保全公共下水道事業 福富町 広島県
楠町公共下水道事業 楠町 山口県
那賀川町公共下水道事業 那賀川町 徳島県
海部町特定環境保全公共下水道事業 海部町 徳島県
綾歌町流域関連特定環境保全公共下水道 綾歌町 香川県
芸西特定環境保全公共下水道 芸西村 高知県
大正特定環境保全公共下水道 大正町 高知県
筑後川中流右岸流域下水道 福岡県 福岡県
夜須町公共下水道 夜須町 福岡県
苅田町公共下水道 苅田町 福岡県
有田町公共下水道事業 有田町 佐賀県
富士町特定環境保全公共下水道事業 富士町 佐賀県
郷ノ浦町公共下水道事業 郷ノ浦町 長崎県
南関町特定環境保全公共下水道事業 南関町 熊本県
苓北町特定環境保全公共下水道事業 苓北町 熊本県
小林市公共下水道事業 小林市 宮崎県
田野町公共下水道事業 田野町 宮崎県
国富町公共下水道事業 国富町 宮崎県
知名町公共下水道事業 知名町 鹿児島県
牧園町特定環境保全公共下水道事業 牧園町 鹿児島県

【都市公園事業】
（補助等）

事業名 事業主体 都道府県（実施場所）
長根公園周辺地区 八戸市 青森県
中央公園 多賀城市 宮城県
増尾城址総合公園 柏市 千葉県
前原公園 狛江市 東京都
津久井湖城山公園 神奈川県 神奈川県
小田原子供のもり公園 小田原市 神奈川県
大潟水と森公園 新潟県 新潟県
桂川ウェルネスパーク 山梨県 山梨県
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平成記念公園 岐阜県 岐阜県
比奈公園 富士市 静岡県
大野極楽寺公園 一宮市 愛知県
白谷海浜公園 田原町 愛知県
深谷公園 鈴鹿市 三重県
上穂積公園 茨木市 大阪府
古市公園 奈良市 奈良県
奈良阪緑地 奈良市 奈良県
上野総合公園 庄原市 広島県
高松市東部運動公園 高松市 香川県
丸亀市総合運動公園 丸亀市 香川県
大熊公園 苅田町 福岡県
小戸公園 福岡市 福岡県
大分スポーツ公園 大分県 大分県
為又公園 名護市 沖縄県
印西総合公園 都市基盤整備公団 千葉県

【都市基盤整備公団事業】

事業名 事業主体 都道府県（実施場所）
能見台第２ 都市基盤整備公団 神奈川県
別表３　基本計画Ⅵ3（１）ア～オに該当する公共事業

【河川事業】
（直轄）

事業名 事業主体 都道府県（実施場所）
石狩川下流直轄河川改修事業 国 北海道
石狩川上流直轄河川改修事業 国 北海道
尻別川直轄河川改修事業 国 北海道
後志利別川直轄河川改修事業 国 北海道
鵡川直轄河川改修事業 国 北海道
十勝川直轄河川改修事業 国 北海道
釧路川直轄河川改修事業 国 北海道
網走川直轄河川改修事業 国 北海道
常呂川直轄河川改修事業 国 北海道
湧別川直轄河川改修事業 国 北海道
渚滑川直轄河川改修事業 国 北海道
天塩川上流直轄河川改修事業 国 北海道
天塩川下流直轄河川改修事業 国 北海道
標津川直轄河川改修事業 国 北海道
声問川直轄河川改修事業 国 北海道
高瀬川直轄改修改修事業 国 青森県
北上川上流直轄河川改修事業（一関遊水地） 国 岩手県
雄物川上流直轄改修事業（土買川） 国 秋田県

那珂川直轄河川改修事業（緊急改修区間） 国 茨城県
栃木県

久慈川直轄河川改修事業 国 茨城県

荒川下流直轄河川改修事業（川口地区） 国 埼玉県
東京都

荒川上流直轄河川改修事業（荒川第一調節池） 国 埼玉県
荒川上流直轄河川改修事業（入間川他支川改修） 国 埼玉県
新河岸川直轄河川改修事業（朝霞調節地） 国 埼玉県
相模川直轄河川改修事業（弱小堤対策） 国 神奈川県
鶴見川直轄河川改修事業（総合治水対策） 国 神奈川県
信濃川下流直轄河川改修事業 国 新潟県
信濃川直轄河川改修事業 国 新潟県
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関川直轄河川改修事業 国 新潟県
荒川直轄河川改修事業 国 新潟県
北川直轄河川改修事業 国 福井県
九頭竜川直轄河川改修事業 国 福井県
富士川直轄河川改修事業（中流部対策） 国 山梨県
富士川直轄河川改修事業（流入支川対策） 国 山梨県
富士川直轄河川改修事業（笛吹川改修） 国 山梨県
千曲川直轄河川改修事業 国 長野県

長良川直轄河川改修事業 国 岐阜県
三重県

揖斐川直轄河川改修事業 国 岐阜県
三重県

狩野川直轄河川改修事業 国 静岡県

天竜川直轄河川改修事業 国 静岡県
長野県

菊川直轄河川改修事業 国 静岡県
安倍川直轄河川改修事業 国 静岡県
矢作川直轄河川改修事業 国 愛知県

木曽川直轄河川改修事業 国
愛知県
岐阜県
三重県

庄内川直轄河川改修事業 国 愛知県
岐阜県

櫛田川直轄河川改修事業 国 三重県
雲出川直轄河川改修事業 国 三重県

熊野川直轄河川改修事業 国 三重県
和歌山県

木津川上流直轄河川改修事業（上野遊水地） 国 三重県

木津川上流直轄河川改修事業（名張川等） 国 三重県
奈良県

瀬田川直轄河川改修事業 国 滋賀県
草津川直轄河川改修事業（草津川放水路） 国 滋賀県
野洲川直轄河川改修事業 国 滋賀県
宇治川直轄河川改修事業 国 京都府
桂川直轄河川改修事業 国 京都府
木津川下流直轄河川改修事業 国 京都府
由良川直轄河川改修事業 国 京都府

大和川直轄河川改修事業 国 大阪府
奈良県

淀川直轄河川改修事業 国 大阪府

猪名川直轄河川改修事業 国 兵庫県
大阪府

加古川直轄河川改修事業 国 兵庫県
揖保川直轄河川改修事業 国 兵庫県
円山川直轄河川改事業 国 兵庫県

紀の川直轄河川改修事業 国 和歌山県
奈良県

斐伊川直轄河川改修事業（斐伊川放水路） 国 島根県
斐伊川直轄河川改修事業（大橋川） 国 島根県
旭川直轄河川改修事業（旭川放水路） 国 岡山県
吉野川上流直轄河川改修事業（西村中鳥箇所） 国 徳島県
吉野川上流直轄河川改修事業（太刀野箇所） 国 徳島県
吉野川上流直轄河川改修事業（加茂第一箇所） 国 徳島県
仁淀川直轄河川改修事業（波介川河口導流事業） 国 高知県

筑後川直轄河川改修事業 国

福岡県
佐賀県
大分県
熊本県

松浦川直轄河川改修事業 国 佐賀県
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本明川直轄河川改修事業 国 長崎県
球磨川直轄河川改修事業 国 熊本県
緑川直轄河川改修事業 国 熊本県
菊池川直轄河川改修事業 国 熊本県
大分川直轄河川改修事業 国 大分県
番匠川直轄河川改修事業 国 大分県
五ヶ瀬川直轄河川改修事業 国 宮崎県
大淀川直轄河川改修事業 国 宮崎県
肝属川直轄河川改修事業 国 鹿児島県

川内川直轄河川改修事業 国 鹿児島県
宮崎県

石狩川下流直轄河川環境整備事業(茨戸川浄化事業） 国 北海道
常陸利根川直轄河川環境整備事業（霞ヶ浦） 国 茨城県
綾瀬川直轄河川環境整備事業 国 埼玉県、東京都
淀川流水保全水路整備事業 国 京都府、大阪府
大和川直轄河川環境整備事業 国 大阪府、奈良県
紀の川直轄河川環境整備事業（内川浄化事業） 国 和歌山県

（補助等）
事業名 事業主体 都道府県（実施場所）

利根別川広域基幹河川改修事業 北海道 北海道
柏木川広域基幹河川改修事業 北海道 北海道
浜益川広域基幹河川改修事業 北海道 北海道
朱太川広域基幹河川改修事業 北海道 北海道
尻別川広域基幹河川改修事業 北海道 北海道
堀株川広域基幹河川改修事業 北海道 北海道
余市川広域基幹河川改修事業 北海道 北海道
松倉川広域基幹河川改修事業 北海道 北海道
天野川広域基幹河川改修事業 北海道 北海道
安平川広域基幹河川改修事業 北海道 北海道
厚真川広域基幹河川改修事業 北海道 北海道
波恵川広域基幹河川改修事業 北海道 北海道
静内川広域基幹河川改修事業 北海道 北海道
剣淵川広域基幹河川改修事業 北海道 北海道
富良野川広域基幹河川改修事業 北海道 北海道
小平蘂川広域基幹河川改修事業 北海道 北海道
古丹別川広域基幹河川改修事業 北海道 北海道
ｳｴﾝﾅｲ川広域基幹河川改修事業 北海道 北海道
猿払川広域基幹河川改修事業 北海道 北海道
頓別川広域基幹河川改修事業 北海道 北海道
無加川広域基幹河川改修事業 北海道 北海道
斜里川広域基幹河川改修事業 北海道 北海道
佐呂間別川広域基幹河川改修事業 北海道 北海道
売買川広域基幹河川改修事業 北海道 北海道
帯広川広域基幹河川改修事業 北海道 北海道
士幌川広域基幹河川改修事業 北海道 北海道
ﾕｶﾝﾎﾞｼ川広域一般河川改修事業 北海道 北海道
ﾌﾞｳﾍﾞﾂ川広域一般河川改修事業 北海道 北海道
新川広域基幹河川改修事業 北海道 北海道
牛朱別川広域基幹河川改修事業 北海道 北海道
伏籠川総合治水対策特定河川事業 北海道 北海道
手稲土功川都市基盤河川改修事業 札幌市 北海道
東濁川都市基盤河川改修事業 札幌市 北海道
石川都市基盤河川改修事業 函館市 北海道
厚別川準用河川改修事業 札幌市 北海道
富丘川準用河川改修事業 札幌市 北海道
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中の沢川準用河川改修事業 北広島市 北海道
錦岡川準用河川改修事業 苫小牧市 北海道
ﾔﾝｹｼ川準用河川改修事業 帯広市 北海道
大成川準用河川改修事業 登別市 北海道
ますみ川準用河川改修事業 中標津町 北海道
平川広域基幹河川改修事業 青森県 青森県
後長根川広域基幹河川改修事業 青森県 青森県
十川広域基幹河川改修事業 青森県 青森県
旧十川広域基幹河川改修事業 青森県 青森県
七戸川広域基幹河川改修事業 青森県 青森県
田名部川広域基幹河川改修事業 青森県 青森県
新城川広域基幹河川改修事業 青森県 青森県
堤川広域基幹河川改修事業 青森県 青森県
貴船川準用河川改修事業 青森市 青森県
猿ヶ石川広域基幹河川改修事業 岩手県 岩手県
千厩川広域基幹河川改修事業(千厩川下流) 岩手県 岩手県
千厩川広域基幹河川改修事業（千厩川中流） 岩手県 岩手県
木賊川広域基幹河川改修事業 岩手県 岩手県
甲子川広域一般河川改修事業 岩手県 岩手県
三陸地区高潮対策事業（津軽石川） 岩手県 岩手県
三陸地区高潮対策事業（大槌川） 岩手県 岩手県
三陸地区高潮対策事業（久慈川） 岩手県 岩手県
笹谷川準用河川改修事業 平泉町 岩手県
迫川広域基幹河川改修事業（本川） 宮城県 宮城県
迫川広域基幹河川改修事業（芋埣川） 宮城県 宮城県
迫川広域基幹河川改修事業（熊川） 宮城県 宮城県
迫川広域基幹河川改修事業（長沼川） 宮城県 宮城県
迫川広域基幹河川改修事業（荒川） 宮城県 宮城県
迫川広域基幹河川改修事業（夏川） 宮城県 宮城県
田尻川広域基幹河川改修事業 宮城県 宮城県
鳴瀬川広域基幹河川改修事業 宮城県 宮城県
善川広域基幹河川改修事業 宮城県 宮城県
竹林川広域基幹河川改修事業 宮城県 宮城県
白石川広域基幹河川改修事業（本川） 宮城県 宮城県
白石川広域基幹河川改修事業（斎川） 宮城県 宮城県
白石川広域基幹河川改修事業（荒川） 宮城県 宮城県
坂元川広域基幹河川改修事業 宮城県 宮城県
大川広域基幹河川改修事業 宮城県 宮城県
七北田川広域基幹河川改修事業（本川） 宮城県 宮城県
七北田川広域基幹河川改修事業（梅田川工区） 宮城県 宮城県
砂押川広域基幹河川改修事業 宮城県 宮城県
二股川広域一般河川改修事業 宮城県 宮城県
出来川広域一般河川改修事業 宮城県 宮城県
高城川広域一般河川改修事業 宮城県 宮城県
鹿折川高潮対策事業 宮城県 宮城県
岩見川広域基幹河川改修事業（梵字川工区） 秋田県 秋田県
旧雄物川広域基幹河川改修事業（旭川工区） 秋田県 秋田県
旧雄物川広域基幹河川改修事業（草生津川工区） 秋田県 秋田県
旧雄物川広域基幹河川改修事業（太平川工区） 秋田県 秋田県
横手川広域基幹河川改修事業 秋田県 秋田県
玉川広域基幹河川改修事業（玉川工区） 秋田県 秋田県
玉川広域基幹河川改修事業（桧木内川工区） 秋田県 秋田県
芋川広域基幹河川改修事業 秋田県 秋田県
出川広域基幹河川改修事業 秋田県 秋田県
米代川広域基幹河川改修事業（熊沢川工区） 秋田県 秋田県
長木川広域一般河川改修事業（乱川工区） 秋田県 秋田県
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京田川広域基幹河川改修事業（京田川） 山形県 山形県
京田川広域基幹河川改修事業（黒瀬川） 山形県 山形県
相沢川広域基幹河川改修事業（中野俣川） 山形県 山形県
升形川広域基幹河川改修事業（指首野川） 山形県 山形県
大旦川広域基幹河川改修事業 山形県 山形県
沼川広域基幹河川改修事業 山形県 山形県
須川広域基幹河川改修事業（須川・旧中小） 山形県 山形県
須川広域基幹河川改修事業（竜山川） 山形県 山形県
須川広域基幹河川改修事業（須川・旧小規模） 山形県 山形県
須川広域基幹河川改修事業（荒町川） 山形県 山形県
馬見ヶ崎川広域基幹河川改修事業（馬見ヶ崎川） 山形県 山形県
馬見ヶ崎川広域基幹河川改修事業（大門川） 山形県 山形県
吉野川広域基幹河川改修事業（屋代川） 山形県 山形県
日向川広域基幹河川改修事業 山形県 山形県
月光川広域基幹河川改修事業 山形県 山形県
新井田川広域基幹河川改修事業 山形県 山形県
大山川広域一般河川改修事業（大山川） 山形県 山形県
大山川広域一般河川改修事業（矢引川） 山形県 山形県
恋瀬川広域基幹河川改修事業 茨城県 茨城県
桜川広域基幹河川改修事業 茨城県 茨城県
八間堀川広域基幹河川改修事業 茨城県 茨城県
飯沼川広域基幹河川改修事業 茨城県 茨城県
東仁連川広域基幹河川改修事業 茨城県 茨城県
清明川広域基幹河川改修事業 茨城県 茨城県
新利根川広域基幹河川改修事業 茨城県 茨城県
涸沼川広域基幹河川改修事業 茨城県 茨城県
桜川(水戸)広域基幹河川改修事業 茨城県 茨城県
乙戸川広域基幹河川改修事業 茨城県 茨城県
大北川広域基幹河川改修事業 茨城県 茨城県
藤井川広域一般河川改修事業 茨城県 茨城県
相野谷川広域一般河川改修事業 茨城県 茨城県
谷田川広域基幹河川改修事業 群馬県 群馬県
鶴生田川広域基幹河川改修事業 群馬県 群馬県
粕川上流広域基幹河川改修事業(広瀬川) 群馬県 群馬県
韮川広域基幹河川改修事業（下流） 群馬県 群馬県
桃の木川広域基幹河川改修事業 群馬県 群馬県
藤沢川広域基幹河川改修事業 群馬県 群馬県
東谷川広域基幹河川改修事業 群馬県 群馬県
粕川広域基幹河川改修事業 群馬県 群馬県
桐生川広域一般河川改修事業 群馬県 群馬県
滝川広域一般河川改修事業 群馬県 群馬県
天神川広域一般河川改修事業 群馬県 群馬県
孫兵衛川広域基幹河川改修事業 群馬県 群馬県
鴨川広域基幹河川改修事業 埼玉県 埼玉県
市野川広域基幹河川改修事業 埼玉県 埼玉県
越辺川広域一般河川改修事業 埼玉県 埼玉県
安藤川広域一般河川改修事業 埼玉県 埼玉県
福川広域基幹河川改修事業 埼玉県 埼玉県
備前渠川広域基幹河川改修事業 埼玉県 埼玉県
和田吉野川広域基幹河川改修事業 埼玉県 埼玉県
都幾川広域一般河川改修事業 埼玉県 埼玉県
元荒川総合治水対策特定河川事業（大相模調節池） 埼玉県 埼玉県
新河岸川総合治水対策特定河川事業 埼玉県 埼玉県
黒目川総合治水対策特定河川事業 埼玉県 埼玉県
柳瀬川総合治水対策特定河川事業 埼玉県 埼玉県
新河岸川総合治水対策特定河川事業(びん沼調節池) 埼玉県 埼玉県
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中川総合治水対策特定河川事業 埼玉県 埼玉県
倉松川総合治水対策特定河川事業 埼玉県 埼玉県
青毛堀川総合治水対策特定河川事業 埼玉県 埼玉県
隼人堀川総合治水対策特定河川事業 埼玉県 埼玉県
古隅田川総合治水対策特定河川事業 埼玉県 埼玉県
新方川総合治水対策特定河川事業 埼玉県 埼玉県
元荒川総合治水対策特定河川事業 埼玉県 埼玉県
大場川総合治水対策特定河川事業 埼玉県 埼玉県
綾瀬川総合治水対策特定河川事業 埼玉県 埼玉県
古綾瀬川総合治水対策特定河川事業 埼玉県 埼玉県
青毛堀川総合治水対策特定河川事業(花崎遊水池) 埼玉県 埼玉県
元荒川総合治水対策特定河川事業(小林調節池) 埼玉県 埼玉県
元荒川総合治水対策特定河川事業(さきたま調節池) 埼玉県 埼玉県
辰井川総合治水対策特定河川事業(新郷調節池) 埼玉県 埼玉県
古綾瀬川低地対策河川事業 埼玉県 埼玉県
辰井川都市基盤河川改修事業 川口市 埼玉県
芝川都市基盤河川改修事業 川口市 埼玉県
上尾中堀川準用河川改修事業 上尾市 埼玉県
浅間川上流準用河川改修事業 上尾市 埼玉県
谷治川準用河川改修事業 坂戸市 埼玉県
一宮川広域基幹河川改修事業 千葉県 千葉県
栗山川広域基幹河川改修事業 千葉県 千葉県
作田川広域基幹河川改修事業 千葉県 千葉県
養老川広域基幹河川改修事業 千葉県 千葉県
椎津川広域基幹河川改修事業 千葉県 千葉県
都川広域基幹河川改修事業 千葉県 千葉県
大津川広域基幹河川改修事業 千葉県 千葉県
都川高潮対策事業 千葉県 千葉県
海老川広域基幹河川改修事業 千葉県 千葉県
真亀川広域一般河川改修事業 千葉県 千葉県
梅田川準用河川改修事業 茂原市 千葉県
谷中川準用河川改修事業 大網白里町 千葉県
上前川準用河川改修事業 市原市 千葉県
上富士川準用河川改修事業 松戸市 千葉県
石神井川広域基幹河川改修事業 東京都 東京都
谷地川広域基幹河川改修事業 東京都 東京都
相模川広域基幹河川改修事業 神奈川県 神奈川県
串川広域基幹河川改修事業 神奈川県 神奈川県
小出川広域基幹河川改修事業 神奈川県 神奈川県
酒匂川広域基幹河川改修事業 神奈川県 神奈川県
洞川広域基幹河川改修事業 神奈川県 神奈川県
帷子川広域基幹河川改修事業 神奈川県 神奈川県
室川広域基幹河川改修事業 神奈川県 神奈川県
金目川広域基幹河川改修事業（鈴川） 神奈川県 神奈川県
田越川広域基幹河川改修事業 神奈川県 神奈川県
平作川広域基幹河川改修事業 神奈川県 神奈川県
早川広域基幹河川改修事業 神奈川県 神奈川県
不動川広域一般河川改修事業 神奈川県 神奈川県
葛川広域一般河川改修事業 神奈川県 神奈川県
山王川広域一般河川改修事業 神奈川県 神奈川県
境川広域一般河川改修事業 神奈川県 神奈川県
帷子川低地対策河川事業 神奈川県 神奈川県
鶴見川総合治水対策特定河川事業 神奈川県 神奈川県
目久尻川総合治水対策特定河川事業 神奈川県 神奈川県
境川総合治水対策特定河川事業 神奈川県 神奈川県
柏尾川総合治水対策特定河川事業 神奈川県 神奈川県
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引地川総合治水対策特定河川事業 神奈川県 神奈川県
帷子川都市基盤河川改修事業 横浜市 神奈川県
今井川都市基盤河川改修事業 横浜市 神奈川県
平戸永谷川都市基盤河川改修事業 横浜市 神奈川県
阿久和川都市基盤河川改修事業 横浜市 神奈川県
舞岡川都市基盤河川改修事業 横浜市 神奈川県
宇田川都市基盤河川改修事業 横浜市 神奈川県
和泉川都市基盤河川改修事業 横浜市 神奈川県
いたち川都市基盤河川改修事業 横浜市 神奈川県
宮川都市基盤河川改修事業 横浜市 神奈川県
平瀬川本川都市基盤河川改修事業 川崎市 神奈川県
鳩川都市基盤河川改修事業（道保川） 相模原市 神奈川県
八瀬川準用河川改修事業 相模原市 神奈川県
鳩川準用河川改修事業 相模原市 神奈川県
下菊川準用河川改修事業 小田原市 神奈川県
貝沢川準用河川改修事業 南足柄市 神奈川県
中ノ口川広域基幹河川改修事業 新潟県 新潟県
加茂川広域基幹河川改修事業（大正川工区） 新潟県 新潟県
下条川広域基幹河川改修事業 新潟県 新潟県
黒川広域基幹河川改修事業 新潟県 新潟県
三面川広域基幹河川改修事業 新潟県 新潟県
三面川広域基幹河川改修事業（山田川工区） 新潟県 新潟県
胎内川広域基幹河川改修事業 新潟県 新潟県
加治川広域基幹河川改修事業 新潟県 新潟県
国府川広域基幹河川改修事業 新潟県 新潟県
儀明川広域一般河川改修事業 新潟県 新潟県
いたち川広域基幹河川改修事業 富山県 富山県
小矢部川広域基幹河川改修事業(小矢部川上流工区） 富山県 富山県
小矢部川広域基幹河川改修事業(山田川工区） 富山県 富山県
岸渡川広域基幹河川改修事業 富山県 富山県
片貝川広域基幹河川改修事業 富山県 富山県
白岩川広域基幹河川改修事業 富山県 富山県
仏生寺川広域基幹河川改修事業 富山県 富山県
黒瀬川広域基幹河川改修事業 富山県 富山県
馬渡川都市基盤河川改修事業 富山市 富山県
泉川準用河川改修事業 氷見市 富山県
赤堀川準用河川改修事業 高岡市 富山県
矢田部川準用河川改修事業 氷見市 富山県
前川広域基幹河川改修事業（前川） 石川県 石川県
前川広域基幹河川改修事業（粟津川） 石川県 石川県
羽咋川広域基幹河川改修事業（長曽川） 石川県 石川県
御祓川広域基幹河川改修事業 石川県 石川県
熊木川広域基幹河川改修事業 石川県 石川県
町野川広域基幹河川改修事業 石川県 石川県
若山川広域基幹河川改修事業 石川県 石川県
米町川広域一般河川改修事業 石川県 石川県
河原田川広域一般河川改修事業 石川県 石川県
犀川広域基幹河川改修事業（犀川） 石川県 石川県
犀川広域基幹河川改修事業（木呂川） 石川県 石川県
犀川広域基幹河川改修事業（高橋川上流） 石川県 石川県
浅野川広域基幹河川改修事業（浅野川） 石川県 石川県
浅野川広域基幹河川改修事業（大谷川） 石川県 石川県
大徳川都市基盤河川改修事業 金沢市 石川県
弓取川都市基盤河川改修事業 金沢市 石川県
柳瀬川準用河川改修事業 金沢市 石川県
十人川準用河川改修事業 野々市町 石川県
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足羽川広域基幹河川改修事業 福井県 福井県
荒川広域基幹河川改修事業 福井県 福井県
一乗谷川広域基幹河川改修事業 福井県 福井県
江端川広域基幹河川改修事業 福井県 福井県
底喰川広域基幹河川改修事業 福井県 福井県
浅水川広域基幹河川改修事業 福井県 福井県
吉野瀬川広域基幹河川改修事業 福井県 福井県
竹田川広域基幹河川改修事業 福井県 福井県
兵庫川広域基幹河川改修事業 福井県 福井県
磯部川広域基幹河川改修事業 福井県 福井県
多田川広域基幹河川改修事業 福井県 福井県
南川広域基幹河川改修事業 福井県 福井県
井の口川広域基幹河川改修事業 福井県 福井県
馬渡川都市基盤河川改修事業 福井市 福井県
平等川広域基幹河川改修事業(下流) 山梨県 山梨県
小佐野川広域基幹河川改修事業 山梨県 山梨県
戸沢川広域基幹河川改修事業 山梨県 山梨県
清川準用河川改修事業 田富町 山梨県
奈良井川広域基幹河川改修事業 長野県 長野県
高瀬川広域基幹河川改修事業（高瀬川） 長野県 長野県
高瀬川広域基幹河川改修事業（農具川） 長野県 長野県
高瀬川広域基幹河川改修事業(万水川） 長野県 長野県
松川広域基幹河川改修事業（松川） 長野県 長野県
松川広域基幹河川改修事業（百々川工区） 長野県 長野県
浅川広域基幹河川改修事業 長野県 長野県
蛭川広域基幹河川改修事業 長野県 長野県
浦野川広域基幹河川改修事業 長野県 長野県
天竜川上流広域基幹河川改修事業（天竜川） 長野県 長野県
佐野川広域一般河川改修事業 長野県 長野県
千曲川広域一般河川改修事業（湯川） 長野県 長野県
諏訪地区低地対策河川事業（舟渡川） 長野県 長野県
杭瀬川広域基幹河川改修事業 岐阜県 岐阜県
相川広域基幹河川改修事業（相川） 岐阜県 岐阜県
相川広域基幹河川改修事業（泥川） 岐阜県 岐阜県
可児川広域基幹河川改修事業 岐阜県 岐阜県
水門川広域基幹河川改修事業（水門川） 岐阜県 岐阜県
水門川広域基幹河川改修事業（中之江川） 岐阜県 岐阜県
犀川広域基幹河川改修事業 岐阜県 岐阜県
長良川広域基幹河川改修事業（長良川） 岐阜県 岐阜県
長良川広域基幹河川改修事業（津保川） 岐阜県 岐阜県
長良川広域基幹河川改修事業（武儀川） 岐阜県 岐阜県
桑原川広域基幹河川改修事業 岐阜県 岐阜県
大江川広域基幹河川改修事業 岐阜県 岐阜県
土岐川広域基幹河川改修事業（土岐川） 岐阜県 岐阜県
木曽川広域一般河川改修事業（坂本川） 岐阜県 岐阜県
木曽川広域一般河川改修事業（千旦林川） 岐阜県 岐阜県
根尾川広域一般河川改修事業（管瀬川） 岐阜県 岐阜県
鳥羽川広域基幹河川改修事業（本川） 岐阜県 岐阜県
鳥羽川広域基幹河川改修事業（石田川） 岐阜県 岐阜県
荒田川広域基幹河川改修事業 岐阜県 岐阜県
板屋川広域基幹河川改修事業 岐阜県 岐阜県
伊自良川広域一般河川改修事業 岐阜県 岐阜県
境川総合治水対策特定河川事業 岐阜県 岐阜県
新荒田川都市基盤河川改修事業 岐阜市 岐阜県
沼川広域基幹河川改修事業 静岡県 静岡県
黄瀬川広域一般河川改修事業（梅の木沢川） 静岡県 静岡県
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馬込川広域基幹河川改修事業 静岡県 静岡県
都田川広域基幹河川改修事業
（井伊谷川工区、入出太田川工区） 静岡県 静岡県

丸子川広域一般河川改修事業 静岡県 静岡県
巴川総合治水対策特定河川事業（大沢川工区） 静岡県 静岡県
東神田川浜松基地周辺障害防止対策事業 静岡県 静岡県
大門川都市基盤河川改修事業 静岡市 静岡県
九領川都市基盤河川改修事業 浜松市 静岡県
大沢川準用河川改修事業 静岡市 静岡県
音羽川広域基幹河川改修事業（音羽川） 愛知県 愛知県
音羽川広域基幹河川改修事業（白川） 愛知県 愛知県
梅田川広域基幹河川改修事業 愛知県 愛知県
庄内川広域基幹河川改修事業（地蔵川） 愛知県 愛知県
庄内川広域基幹河川改修事業（矢田川） 愛知県 愛知県
籠川広域基幹河川改修事業 愛知県 愛知県
矢作古川広域基幹河川改修事業（広田川） 愛知県 愛知県
矢作古川広域基幹河川改修事業（須美川） 愛知県 愛知県
鹿乗川広域基幹河川改修事業 愛知県 愛知県
乙川広域基幹河川改修事業 愛知県 愛知県
日光川広域基幹河川改修事業（本川） 愛知県 愛知県
日光川広域基幹河川改修事業（福田川） 愛知県 愛知県
愛知西部低地対策河川事業（福田川） 愛知県 愛知県
天白川広域基幹河川改修事業 愛知県 愛知県
五ヶ村川広域一般河川改修事業（本川） 愛知県 愛知県
五ヶ村川広域一般河川改修事業（発杭川） 愛知県 愛知県
北浜川（二の沢川）広域一般河川改修事業 愛知県 愛知県
前田川広域一般河川改修事業 愛知県 愛知県
高浜川広域一般河川改修事業（稗田川） 愛知県 愛知県
伊勢湾地区低地対策河川事業（高浜川） 愛知県 愛知県
愛知県西部低地対策河川事業（鍋田川） 愛知県 愛知県
新川総合治水対策特定河川事業（新川） 愛知県 愛知県
新川総合治水対策特定河川事業（五条川） 愛知県 愛知県
新川総合治水対策特定河川事業（青木川） 愛知県 愛知県
新川総合治水対策特定河川事業（合瀬川） 愛知県 愛知県
新川総合治水対策特定河川事業（大山川） 愛知県 愛知県
境川総合治水対策特定河川事業（境川） 愛知県 愛知県
境川総合治水対策特定河川事業（逢妻川） 愛知県 愛知県
境川総合治水対策特定河川事業（猿渡川） 愛知県 愛知県
占部川都市基盤河川改修事業 岡崎市 愛知県
木津川広域基幹河川改修事業 三重県 三重県
五十鈴川広域基幹河川改修事業 三重県 三重県
宮川広域基幹河川改修事業（大内山川） 三重県 三重県
安濃川広域基幹河川改修事業 三重県 三重県
志登茂川広域基幹河川改修事業 三重県 三重県
志原川広域基幹河川改修事業 三重県 三重県
大堀川広域基幹河川改修事業 三重県 三重県
金沢川準用河川改修事業 鈴鹿市 三重県
愛知川広域基幹河川改修事業 滋賀県 滋賀県
葉山川広域基幹河川改修事業 滋賀県 滋賀県
杣川広域基幹河川改修事業 滋賀県 滋賀県
家棟川（甲西）広域基幹河川改修事業 滋賀県 滋賀県
犬上川広域基幹河川改修事業 滋賀県 滋賀県
野田川広域基幹河川改修事業 京都府 京都府
福田川広域基幹河川改修事業 京都府 京都府
牧川広域一般河川改修事業 京都府 京都府
鴨川広域基幹河川改修事業 京都府 京都府
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古川広域基幹河川改修事業 京都府 京都府
大谷川広域基幹河川改修事業 京都府 京都府
煤谷川広域基幹河川改修事業 京都府 京都府
山科川広域基幹河川改修事業 京都府 京都府
瀬戸川都市基盤河川改修事業 京都市 京都府
白川都市基盤河川改修事業 京都市 京都府
名木川準用河川改修事業 宇治市 京都府
穂谷川広域基幹河川改修事業 大阪府 大阪府
天野川広域基幹河川改修事業（本川下流工区） 大阪府 大阪府
西除川広域基幹河川改修事業（落堀川工区） 大阪府 大阪府
西除川広域基幹河川改修事業（本川上流工区） 大阪府 大阪府
石川広域基幹河川改修事業（飛鳥川工区） 大阪府 大阪府
石川広域基幹河川改修事業（梅川工区） 大阪府 大阪府
石川広域基幹河川改修事業（佐備川工区） 大阪府 大阪府
大津川広域基幹河川改修事業（牛滝川工区） 大阪府 大阪府
春木川広域基幹河川改修事業 大阪府 大阪府
狭間川都市基盤河川改修事業 堺市 大阪府
細江川準用河川改修事業 大阪市 大阪府
寝屋川総合治水対策特定河川事業 大阪府 大阪府
西大阪地区耐震対策河川事業 大阪府 大阪府
大阪地区高潮対策事業(神崎川筋) 大阪府 大阪府
大阪地区高潮対策事業（旧淀川筋） 大阪府 大阪府
大阪地区高潮対策事業（津田川） 大阪府 大阪府
円山川広域基幹河川改修事業（中流工区） 兵庫県 兵庫県
円山川広域基幹河川改修事業（上流工区） 兵庫県 兵庫県
円山川広域基幹河川改修事業（大屋川工区） 兵庫県 兵庫県
竹田川広域基幹河川改修事業（本川工区） 兵庫県 兵庫県
加古川広域基幹河川改修事業（中流工区） 兵庫県 兵庫県
加古川広域基幹河川改修事業（上流工区） 兵庫県 兵庫県
加古川広域基幹河川改修事業（野間川工区） 兵庫県 兵庫県
加古川広域基幹河川改修事業（杉原川工区） 兵庫県 兵庫県
加古川広域基幹河川改修事業（篠山川工区） 兵庫県 兵庫県
東条川広域基幹河川改修事業（小野工区） 兵庫県 兵庫県
千種川広域基幹河川改修事業（本川工区） 兵庫県 兵庫県
千種川広域基幹河川改修事業（加里屋川工区） 兵庫県 兵庫県
三原川広域基幹河川改修事業 兵庫県 兵庫県
夢前川広域一般河川改修事業 兵庫県 兵庫県
別府川広域基幹河川改修事業 兵庫県 兵庫県
明石川広域基幹河川改修事業（明石川工区） 兵庫県 兵庫県
市川広域基幹河川改修事業 兵庫県 兵庫県
武庫川広域基幹河川改修事業（下流工区） 兵庫県 兵庫県
武庫川広域基幹河川改修事業（上流工区） 兵庫県 兵庫県
新湊川広域基幹河川改修事業 兵庫県 兵庫県
金剛寺谷川広域一般河川改修事業 兵庫県 兵庫県
船場川広域一般河川改修事業 兵庫県 兵庫県
瀬戸川広域一般河川改修事業 兵庫県 兵庫県
猪名川総合治水対策特定河川事業（猪名川工区） 兵庫県 兵庫県
猪名川総合治水特定河川事業（一庫大路次川工区） 兵庫県 兵庫県
猪名川総合治水特定河川事業（駄六川工区） 兵庫県 兵庫県
神崎川高潮対策事業 兵庫県 兵庫県
庄下川高潮対策事業 兵庫県 兵庫県
明石川高潮対策事業 兵庫県 兵庫県
野田川高潮対策事業 兵庫県 兵庫県
水尾川高潮対策事業 兵庫県 兵庫県
富島川高潮対策事業 兵庫県 兵庫県
大谷川高潮対策事業 兵庫県 兵庫県
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千種川高潮対策事業 兵庫県 兵庫県
大津川高潮対策事業 兵庫県 兵庫県
加里屋川高潮対策事業 兵庫県 兵庫県
水尾川都市基盤河川改修事業 姫路市 兵庫県
大井川都市基盤河川改修事業 姫路市 兵庫県
西汐入川都市基盤河川改修事業 姫路市 兵庫県
前川準用河川改修事業 龍野市 兵庫県
葛下川広域基幹河川改修事業 奈良県 奈良県
曽我川広域基幹河川改修事業 奈良県 奈良県
葛城川広域基幹河川改修事業 奈良県 奈良県
安位川広域基幹河川改修事業 奈良県 奈良県
高田川広域一般河川改修事業 奈良県 奈良県
尾張川広域一般河川改修事業 奈良県 奈良県
大和川広域基幹河川改修事業 奈良県 奈良県
布留川南流広域基幹河川改修事業 奈良県 奈良県
布留川北流広域基幹河川改修事業 奈良県 奈良県
飛鳥川広域基幹河川改修事業 奈良県 奈良県
寺川広域基幹河川改修事業 奈良県 奈良県
米川広域基幹河川改修事業 奈良県 奈良県
橋本川広域基幹河川改修事業 和歌山県 和歌山県
春日川広域基幹河川改修事業 和歌山県 和歌山県
有田川広域基幹河川改修事業 和歌山県 和歌山県
日高川広域基幹河川改修事業 和歌山県 和歌山県
左会津川広域基幹河川改修事業 和歌山県 和歌山県
亀の川広域基幹河川改修事業 和歌山県 和歌山県
大坪川準用河川改修事業 海南市 和歌山県
旧袋川広域基幹河川改修事業 鳥取県 鳥取県
大井手川広域基幹河川改修事業 鳥取県 鳥取県
八東川広域基幹河川改修事業 鳥取県 鳥取県
加茂川広域基幹河川改修事業 鳥取県 鳥取県
蒲生川広域基幹河川改修事業 鳥取県 鳥取県
塩見川広域基幹河川改修事業 鳥取県 鳥取県
由良川広域基幹河川改修事業 鳥取県 鳥取県
大路川広域一般河川改修事業 鳥取県 鳥取県
堀川準用河川改修事業 米子市 鳥取県
飯梨川広域基幹河川改修事業（安来工区） 島根県 島根県
飯梨川広域基幹河川改修事業（布部工区） 島根県 島根県
朝酌川広域基幹河川改修事業 島根県 島根県
中川広域基幹河川改修事業 島根県 島根県
佐陀川広域基幹河川改修事業 島根県 島根県
五右衛門川広域基幹河川改修事業 島根県 島根県
平田船川広域基幹河川改修事業 島根県 島根県
赤川広域基幹河川改修事業 島根県 島根県
小谷川広域基幹河川改修事業 島根県 島根県
津和野川広域基幹河川改修事業 島根県 島根県
神戸川広域基幹河川改修事業 島根県 島根県
新内藤川広域基幹河川改修事業 島根県 島根県
十間川広域基幹河川改修事業 島根県 島根県
斐伊川広域一般河川改修事業（横田工区） 島根県 島根県
出羽川広域一般河川改修事業 島根県 島根県
今市川広域一般河川改修事業 島根県 島根県
今市川準用河川改修事業 益田市 島根県
干田川広域基幹河川改修事業 岡山県 岡山県
吉井川広域基幹河川改修事業（吉井川） 岡山県 岡山県
吉井川広域基幹河川改修事業（滝川） 岡山県 岡山県
吉井川広域基幹河川改修事業（広戸川勝北工区） 岡山県 岡山県
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宮川広域基幹河川改修事業 岡山県 岡山県
千町川広域基幹河川改修事業 岡山県 岡山県
備中川広域基幹河川改修事業 岡山県 岡山県
小田川広域基幹河川改修事業 岡山県 岡山県
高梁川広域一般河川改修事業 岡山県 岡山県
砂川広域基幹河川改修事業 岡山県 岡山県
里見川広域基幹河川改修事業 岡山県 岡山県
笹ヶ瀬川広域基幹河川改修事業 岡山県 岡山県
笹ヶ瀬川広域基幹河川改修事業（前川） 岡山県 岡山県
倉安川都市基盤河川改修事業 岡山市 岡山県
手城川広域基幹河川改修事業 広島県 広島県
加茂川広域基幹河川改修事業 広島県 広島県
馬洗川広域基幹河川改修事業(馬洗川） 広島県 広島県
馬洗川広域基幹河川改修事業（国兼川） 広島県 広島県
三篠川広域基幹河川改修事業（三篠川） 広島県 広島県
三篠川広域基幹河川改修事業（見坂川） 広島県 広島県
小河原川広域基幹河川改修事業 広島県 広島県
寺山川準用河川改修事業 広島市 広島県
岩上川準用河川改修事業 広島市 広島県
錦川広域基幹河川改修事業 山口県 山口県
柳井川広域基幹河川改修事業 山口県 山口県
田布施川広域基幹河川改修事業 山口県 山口県
島田川広域基幹河川改修事業 山口県 山口県
切戸川広域基幹河川改修事業 山口県 山口県
椹野川広域基幹河川改修事業 山口県 山口県
厚東川広域基幹河川改修事業 山口県 山口県
厚東川広域基幹河川改修事業（大田川） 山口県 山口県
厚東川広域基幹河川改修事業（中川工区） 山口県 山口県
厚狭川広域基幹河川改修事業 山口県 山口県
木屋川広域基幹河川改修事業 山口県 山口県
木屋川広域基幹河川改修事業（田部川） 山口県 山口県
末武川広域一般河川改修事業 山口県 山口県
南若川広域一般河川改修事業 山口県 山口県
周防地区高潮対策事業（田布施川） 山口県 山口県
周防地区高潮対策事業（夜市川） 山口県 山口県
周防地区高潮対策事業（横曽根川） 山口県 山口県
周防地区高潮対策事業（幸之江川） 山口県 山口県
周防地区高潮対策事業（厚東川） 山口県 山口県
周防地区高潮対策事業（浜田川） 山口県 山口県
周防地区高潮対策事業（植松川） 山口県 山口県
鮎喰川広域基幹河川改修事業（飯尾川） 徳島県 徳島県
新町川広域基幹河川改修事業（園瀬川） 徳島県 徳島県
新町川広域基幹河川改修事業（多々羅川） 徳島県 徳島県
桑野川広域基幹河川改修事業 徳島県 徳島県
那賀川広域基幹河川改修事業 徳島県 徳島県
撫養川広域基幹河川改修事業 徳島県 徳島県
勝浦川広域基幹河川改修事業 徳島県 徳島県
海部川広域基幹河川改修事業 徳島県 徳島県
立江川広域基幹河川改修事業（田野川） 徳島県 徳島県
立江川広域基幹河川改修事業（立江川） 徳島県 徳島県
冷田川高潮対策事業 徳島県 徳島県
多々羅川高潮対策事業 徳島県 徳島県
新川広域基幹河川改修事業（吉田川） 香川県 香川県
新川広域基幹河川改修事業（春日川工区） 香川県 香川県
詰田川広域基幹河川改修事業（詰田川） 香川県 香川県
摺鉢谷川広域基幹河川改修事業 香川県 香川県
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本津川広域基幹河川改修事業 香川県 香川県
桜川広域基幹河川改修事業 香川県 香川県
弘田川広域基幹河川改修事業 香川県 香川県
高瀬川広域基幹河川改修事業 香川県 香川県
財田川広域基幹河川改修事業 香川県 香川県
広見川広域基幹河川改修事業（広見川工区） 愛媛県 愛媛県
肱川広域基幹河川改修事業（小田川工区） 愛媛県 愛媛県
金生川広域基幹河川改修事業 愛媛県 愛媛県
中山川広域基幹河川改修事業 愛媛県 愛媛県
浅川広域基幹河川改修事業 愛媛県 愛媛県
宮前川広域基幹河川改修事業 愛媛県 愛媛県
久万川広域基幹河川改修事業（久万川工区） 愛媛県 愛媛県
久万川広域基幹河川改修事業（大川工区） 愛媛県 愛媛県
内川広域一般河川改修事業 愛媛県 愛媛県
洗地川都市基盤河川改修事業 松山市 愛媛県
傍示川準用河川改修事業 松山市 愛媛県
後川広域基幹河川改修事業 高知県 高知県
波介川広域基幹河川改修事業（波介川） 高知県 高知県
波介川広域基幹河川改修事業（長池川） 高知県 高知県
日下川広域基幹河川改修事業 高知県 高知県
仁淀川広域基幹河川改修事業（柳瀬川） 高知県 高知県
仁淀川広域基幹河川改修事業（坂折川） 高知県 高知県
中筋川広域基幹河川改修事業（横瀬川） 高知県 高知県
中筋川広域基幹河川改修事業（ヤイト川） 高知県 高知県
香宗川広域基幹河川改修事業（香宗川） 高知県 高知県
国分川広域基幹河川改修事業（国分川） 高知県 高知県
国分川広域基幹河川改修事業（江の口川） 高知県 高知県
松田川広域基幹河川改修事業(松田川） 高知県 高知県
松田川広域基幹河川改修事業（稗田川） 高知県 高知県
鏡川広域基幹河川改修事業（鏡川） 高知県 高知県
鏡川広域基幹河川改修事業（前田川） 高知県 高知県
十市川広域基幹河川改修事業 高知県 高知県
奈半利川広域基幹河川改修事業 高知県 高知県
渡川広域一般河川改修事業（仁井田川） 高知県 高知県
安芸川広域一般河川改修事業（江の川） 高知県 高知県
国分川高潮対策事業 高知県 高知県
舟入川高潮対策事業 高知県 高知県
大谷川高潮対策事業 高知県 高知県
薊野川高潮対策事業 高知県 高知県
紅水川高潮対策事業 高知県 高知県
鏡川高潮対策事業 高知県 高知県
小篭川準用河川改修事業 南国市 高知県
長峡川広域基幹河川改修事業 福岡県 福岡県
金丸川広域一般河川改修事業 福岡県 福岡県
宝満川広域基幹河川改修事業 福岡県 福岡県
御笠川広域基幹河川改修事業 福岡県 福岡県
那珂川広域基幹河川改修事業 福岡県 福岡県
大牟田川広域基幹河川改修事業 福岡県 福岡県
紫川広域基幹河川改修事業 福岡県 福岡県
沖端川高潮対策事業 福岡県 福岡県
矢部川広域基幹河川改修事業（矢部川・沖端川） 福岡県 福岡県
塩塚川高潮対策事業 福岡県 福岡県
塩塚川広域基幹河川改修事業 福岡県 福岡県
曲川広域基幹河川改修事業 福岡県 福岡県
広川広域基幹河川改修事業 福岡県 福岡県
釣川広域基幹河川改修事業 福岡県 福岡県
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楠田川広域一般河川改修事業 福岡県 福岡県
宇美川広域基幹河川改修事業 福岡県 福岡県
花宗川広域基幹河川改修事業 福岡県 福岡県
上津荒木川広域基幹河川改修事業 福岡県 福岡県
新々堀川都市基盤河川改修事業 北九州市 福岡県
笹尾川都市基盤河川改修事業 北九州市 福岡県
金剛川都市基盤河川改修事業 北九州市 福岡県
割子川都市基盤河川改修事業 北九州市 福岡県
志井川都市基盤河川改修事業 北九州市 福岡県
板櫃川都市基盤河川改修事業 北九州市 福岡県
撥川都市基盤河川改修事業 北九州市 福岡県
竹馬川都市基盤河川改修事業 北九州市 福岡県
貫川都市基盤河川改修事業 北九州市 福岡県
金山川都市基盤河川改修事業 北九州市 福岡県
相割川都市基盤河川改修事業 北九州市 福岡県
紫川都市基盤河川改修事業 北九州市 福岡県
朽網川準用河川改修事業 北九州市 福岡県
那珂川都市基盤河川改修事業 福岡市 福岡県
金屑川都市基盤河川改修事業 福岡市 福岡県
那珂古川上流準用河川改修事業 福岡市 福岡県
安武川準用河川改修事業 久留米市 福岡県
湯ノ尻川準用河川改修事業 久留米市 福岡県
田手川広域基幹河川改修事業（田手川） 佐賀県 佐賀県
田手川広域基幹河川改修事業（三本松川） 佐賀県 佐賀県
佐賀江川広域基幹河川改修事業（佐賀江川） 佐賀県 佐賀県
佐賀江川広域基幹河川改修事業（焼原川） 佐賀県 佐賀県
切通川広域基幹河川改修事業 佐賀県 佐賀県
寒水川広域基幹河川改修事業（寒水川） 佐賀県 佐賀県
寒水川広域基幹河川改修事業（通瀬川） 佐賀県 佐賀県
本庄江広域基幹河川改修事業 佐賀県 佐賀県
牛津江川広域基幹河川改修事業 佐賀県 佐賀県
町田川広域基幹河川改修事業 佐賀県 佐賀県
塩田川広域基幹河川改修事業 佐賀県 佐賀県
有田川広域基幹河川改修事業 佐賀県 佐賀県
浜川広域基幹河川改修事業 佐賀県 佐賀県
川棚川広域基幹河川改修事業 長崎県 長崎県
佐々川広域基幹河川改修事業 長崎県 長崎県
鹿尾川広域基幹河川改修事業 長崎県 長崎県
中島川広域基幹河川改修事業 長崎県 長崎県
江川川都市基盤河川改修事業 長崎市 長崎県
菊池川広域基幹河川改修事業 熊本県 熊本県
浜戸川広域基幹河川改修事業 熊本県 熊本県
浦川広域基幹河川改修事業 熊本県 熊本県
大野川広域基幹河川改修事業 熊本県 熊本県
水俣川広域基幹河川改修事業 熊本県 熊本県
筑後川広域一般河川改修事業（志賀瀬川） 熊本県 熊本県
上内田川広域一般河川改修事業 熊本県 熊本県
天明新川広域基幹河川改修事業 熊本県 熊本県
坪井川広域基幹河川改修事業 熊本県 熊本県
健軍川都市基盤河川改修事業 熊本市 熊本県
藻器堀川都市基盤河川改修事業 熊本市 熊本県
麹川都市基盤河川改修事業 熊本市 熊本県
八坂川広域基幹河川改修事業 大分県 大分県
犬丸川広域基幹河川改修事業 大分県 大分県
三重川広域基幹河川改修事業 大分県 大分県
七瀬川広域基幹河川改修事業 大分県 大分県
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堅田川広域一般河川改修事業 大分県 大分県
小松川広域基幹河川改修事業 宮崎県 宮崎県
深年川広域基幹河川改修事業 宮崎県 宮崎県
戸高川広域基幹河川改修事業 宮崎県 宮崎県
羽月川広域基幹河川改修事業 鹿児島県 鹿児島県
市山川広域基幹河川改修事業 鹿児島県 鹿児島県
万之瀬川広域基幹河川改修事業 鹿児島県 鹿児島県
別府川広域基幹河川改修事業 鹿児島県 鹿児島県
山田川広域基幹河川改修事業 鹿児島県 鹿児島県
高須川広域基幹河川改修事業 鹿児島県 鹿児島県
雄川広域基幹河川改修事業 鹿児島県 鹿児島県
新川広域基幹河川改修事業 鹿児島県 鹿児島県
稲荷川広域基幹河川改修事業 鹿児島県 鹿児島県
木之下川都市基盤河川改修事業 鹿児島市 鹿児島県
オコン川準用河川改修事業 串木野市 鹿児島県
持留川準用河川改修事業 大崎町 鹿児島県
国場川広域基幹河川改修事業 沖縄県 沖縄県
饒波川広域基幹河川改修事業 沖縄県 沖縄県
安里川広域基幹河川改修事業 沖縄県 沖縄県
安謝川広域基幹河川改修事業 沖縄県 沖縄県
比謝川広域基幹河川改修事業 沖縄県 沖縄県
屋部川広域基幹河川改修事業 沖縄県 沖縄県
天願川広域基幹河川改修事業 沖縄県 沖縄県
鳥屋野潟河川環境整備事業 新潟県 新潟県
諏訪湖河川環境整備事業 長野県 長野県
湖山池河川環境整備事業 鳥取県 鳥取県
板櫃川河川環境整備事業 北九州市 福岡県

【ダム事業】
（直轄）

事業名 事業主体 都道府県（実施場所）
忠別ダム建設事業 国 北海道
霞ヶ浦導水事業 国 茨城県
湯西川ダム建設事業 国 栃木県
八ッ場ダム建設事業 国 群馬県
吾妻川上流総合開発事業 国 群馬県
荒川流水総合改善事業 国 埼玉県
利賀ダム建設事業 国 富山県
三峰川総合開発事業 国 長野県
横山ダム再開発事業 国 岐阜県
新丸山ダム建設事業 国 岐阜県
上矢作ダム建設事業 国 岐阜県
大戸川ダム建設事業 国 滋賀県
天ヶ瀬ダム再開発事業 国 京都府
猪名川総合開発事業 国 大阪府
紀の川大堰建設事業 国 和歌山県
殿ダム建設事業 国 鳥取県
志津見ダム建設事業 国 島根県
尾原ダム建設事業 国 島根県
城原川ダム建設事業 国 佐賀県
佐賀導水建設事業 国 佐賀県
七滝ダム建設事業 国 熊本県
大分川ダム建設事業 国 大分県
沖縄東部河川総合開発事業 国 沖縄県
沖縄北西部河川総合開発事業 国 沖縄県
座津武ダム建設事業 国 沖縄県
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早明浦ダム貯水池水質保全事業 国 高知県
早明浦ダム湖活用環境整備事業 国 高知県
滝沢ダム建設事業 水資源開発公団 埼玉県
思川開発建設事業 水資源開発公団 栃木県
戸倉ダム建設事業 水資源開発公団 群馬県
武蔵水路改築事業 水資源開発公団 埼玉県
丹生ダム建設事業 水資源開発公団 滋賀県
大山ダム建設事業 水資源開発公団 福岡県

（補助等）
事業名 事業主体 都道府県（実施場所）

駒込ダム建設事業 青森県 青森県
中村ダム建設事業 青森県 青森県
大和沢ダム建設事業 青森県 青森県
奥戸ダム生活貯水池建設事業 青森県 青森県
磯崎ダム生活貯水池建設事業 青森県 青森県
遠野第２生活貯水池建設事業 岩手県 岩手県
迫川総合開発事業（小田ダム） 宮城県 宮城県
筒砂子ダム建設事業 宮城県 宮城県
長沼ダム建設事業 宮城県 宮城県
大内生活貯水池建設事業 秋田県 秋田県
真木ダム建設事業 秋田県 秋田県
綱木川ダム建設事業 山形県 山形県
留山川生活貯水池建設事業 山形県 山形県
東大芦川ダム建設事業 栃木県 栃木県
下諏訪ダム建設事業 長野県 長野県
黒沢生活貯水池建設事業 長野県 長野県
清川ダム建設事業 長野県 長野県
駒沢生活貯水池建設事業 長野県 長野県
広神ダム建設事業 新潟県 新潟県
三用川生活貯水池建設事業 新潟県 新潟県
新保川生活貯水池再開発事業 新潟県 新潟県
九谷ダム建設事業 石川県 石川県
儀明川ダム建設事業 新潟県 新潟県
鵜川ダム建設事業 新潟県 新潟県
内ヶ谷ダム建設事業 岐阜県 岐阜県
丹生川ダム建設事業 岐阜県 岐阜県
布沢川生活貯水池建設事業 静岡県 静岡県
河内川ダム建設事業 福井県 福井県
浄土寺川ダム建設事業 福井県 福井県
日野川総合開発事業
（吉野瀬川ダム） 福井県 福井県

大津呂生活貯水池建設事業 福井県 福井県
北川ダム建設事業 滋賀県 滋賀県
栗栖ダム建設事業 滋賀県 滋賀県
畑川ダム建設事業 京都府 京都府
福田川生活貯水池建設事業 京都府 京都府
安威川ダム建設事業 大阪府 大阪府
石井ダム建設事業 兵庫県 兵庫県
金出地ダム建設事業 兵庫県 兵庫県
武庫川ダム建設事業 兵庫県 兵庫県
与布土生活貯水池建設事業 兵庫県 兵庫県
但東生活貯水池建設事業 兵庫県 兵庫県
みくまり生活貯水池建設事業 兵庫県 兵庫県
八鹿生活貯水池建設事業 兵庫県 兵庫県
西紀生活貯水池建設事業 兵庫県 兵庫県
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切目川ダム建設事業 和歌山県 和歌山県
浜田川総合開発事業 島根県 島根県
益田川ダム建設事業 島根県 島根県
波積ダム建設事業 島根県 島根県
矢原川ダム建設事業 島根県 島根県
河平生活貯水池建設事業 岡山県 岡山県
平瀬ダム建設事業 山口県 山口県
湯免生活貯水池建設事業 山口県 山口県
西万倉生活貯水池建設事業 山口県 山口県
真締川生活貯水池建設事業 山口県 山口県
四川ダム建設事業 広島県 広島県
柴川生活貯水池建設事業 徳島県 徳島県
伊良原ダム建設事業 福岡県 福岡県
清瀧ダム建設事業 福岡県 福岡県
五ヶ山ダム建設事業 福岡県 福岡県
有田川総合開発事業 佐賀県 佐賀県
中木庭ダム建設事業 佐賀県 佐賀県
長崎水害緊急ダム建設事業 長崎県 長崎県
石木ダム建設事業 長崎県 長崎県
村松ダム建設事業 長崎県 長崎県
五木ダム建設事業 熊本県 熊本県
釈迦院ダム建設事業 熊本県 熊本県
路木ダム建設事業 熊本県 熊本県
上津浦生活貯水池建設事業 熊本県 熊本県
高浜生活貯水池建設事業 熊本県 熊本県
竹田水害緊急ダム建設事業（稲葉ダム） 大分県 大分県
竹田水害緊急ダム建設事業（玉来ダム） 大分県 大分県
西之谷ダム建設事業 鹿児島県 鹿児島県
儀間川総合開発事業 沖縄県 沖縄県
早明浦ダム特定貯水池流域整備事業 高知県 高知県

【砂防事業】
（直轄）

事業名 事業主体 都道府県（実施場所）
美瑛川砂防えん堤群・床固工群 国 北海道
南の沢川床固工群 国 北海道
穴の川床固工群 国 北海道
戸蔦別川床固工群 国 北海道
荒川遊砂地 国 福島県
大谷川床固群 国 栃木県
大薙山腹工 国 栃木県
稲荷川山腹工 国 栃木県
松木山腹工 国 栃木県
中ノ川砂防えん堤群 国 山梨県
御池ノ沢砂防えん堤群 国 山梨県
本谷砂防えん堤群 国 長野・山梨県
有峰山腹工 国 富山県
太田切床固工群 国 長野県
七釜第2砂防えん堤 国 長野県
大谷山腹工 国 静岡県
田上山腹工 国 滋賀県
大江川床固群 国 鳥取県
樅木川第２砂防堰堤 国 熊本県
第二古里川渓流保全工 国 鹿児島県
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（補助等）
事業名 事業主体 都道府県（実施場所）

芽室川通常砂防事業 北海道 北海道
蔵王川火山砂防事業 山形県 山形県
下子易沢通常砂防事業 神奈川県 神奈川県
讃良川通常砂防事業 大阪府 大阪府
谷田川通常砂防事業 大阪府 大阪府
清滝川通常砂防事業 大阪府 大阪府
免除川通常砂防事業 大阪府 大阪府
太井川右支渓通常砂防事業 大阪府 大阪府
飯ノ峯川通常砂防事業 大阪府 大阪府
一尺屋地区通常砂防事業 大分県 大分県

【地すべり対策事業】
（直轄）

事業名 事業主体 都道府県（実施場所）
黒渕地区直轄地すべり対策事業 国 山形県
入谷地区直轄地すべり対策 国 長野県
此田地区直轄地すべり対策事業 国 長野県
亀の瀬地区直轄地すべり対策事業 国 大阪府
善徳地区直轄地すべり対策事業 国 徳島県
怒田・八畝地区直轄地すべり対策事業 国 高知県

（補助等）
事業名 事業主体 都道府県（実施場所）

下前地区地すべり対策事業 青森県 青森県
磯山地区地すべり対策事業 青森県 青森県
石浜２号地区地すべり対策事業 青森県 青森県
青葉山地区地すべり対策事業 宮城県 宮城県
谷地地区地すべり対策事業 秋田県 秋田県
加茂青砂地区地すべり対策事業 秋田県 秋田県
上山小倉地区地すべり対策事業 山形県 山形県
鴫の谷地地区地すべり対策事業 山形県 山形県
舟形折渡地区地すべり対策事業 山形県 山形県
下村地区地すべり対策事業 山形県 山形県
十二原地区地すべり対策事業 群馬県 群馬県
萱地区地すべり対策事業 群馬県 群馬県
金崎地区地すべり対策事業 埼玉県 埼玉県
桜ヶ谷地区地すべり対策事業 埼玉県 埼玉県
中の沢地区地すべり対策事業 埼玉県 埼玉県
東地区地すべり対策事業 千葉県 千葉県
芝地区地すべり対策事業 千葉県 千葉県
平久里中地区地すべり対策事業 千葉県 千葉県
大井地区地すべり対策事業 千葉県 千葉県
大涌沢地区地すべり対策事業 神奈川県 神奈川県
沖見地区地すべり対策事業 新潟県 新潟県
沼木地区地すべり対策事業 新潟県 新潟県
上中条地区地すべり対策事業 新潟県 新潟県
雁平地区地すべり対策事業 新潟県 新潟県
達野地区地すべり対策事業 新潟県 新潟県
馬場地区地すべり対策事業 新潟県 新潟県
大濁地区地すべり対策事業 新潟県 新潟県
滝之脇地区地すべり対策事業 新潟県 新潟県
よしお沢地区地すべり対策事業 新潟県 新潟県
鳥屋地区地すべり対策事業 新潟県 新潟県
花立地区地すべり対策事業 新潟県 新潟県
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樽本地区地すべり対策事業 新潟県 新潟県
青ぬけ地区地すべり対策事業 新潟県 新潟県
蒲池地区地すべり対策事業 新潟県 新潟県
トチ山地区地すべり対策事業 新潟県 新潟県
越地区地すべり対策事業 新潟県 新潟県
大橋地区地すべり対策事業 新潟県 新潟県
栃折地区地すべり対策事業 富山県 富山県
沢連地区地すべり対策事業 富山県 富山県
谷地区地すべり対策事業 富山県 富山県
北山地区地すべり対策事業 富山県 富山県
湯地区地すべり対策事業 富山県 富山県
胡桃地区地すべり対策事業 富山県 富山県
国見地区地すべり対策事業 富山県 富山県
小滝地区地すべり対策事業 富山県 富山県
坪池地区地すべり対策事業 富山県 富山県
論田熊無地区地すべり対策事業 富山県 富山県
一刎地区地すべり対策事業 富山県 富山県
見座相倉地区地すべり対策事業 富山県 富山県
桑島地区地すべり対策事業 石川県 石川県
田の島地区地すべり対策事業 石川県 石川県
中谷内地区地すべり対策事業 石川県 石川県
南垣外地区地すべり対策事業 岐阜県 岐阜県
口坂本地すべり対策事業 静岡県 静岡県
大畑地区地すべり対策事業 愛知県 愛知県
四谷地区地すべり対策事業 愛知県 愛知県
谷地区地すべり対策事業 福井県 福井県
大丹生地区地すべり対策事業 福井県 福井県
居倉第１地区地すべり対策事業 福井県 福井県
大滝地区地すべり対策事業 福井県 福井県
神有地区地すべり対策事業 山梨県 山梨県
大和地区地すべり対策事業 山梨県 山梨県
大沢地区地すべり対策事業 滋賀県 滋賀県
大谷地区地すべり対策事業 兵庫県 兵庫県
高坂地区地すべり対策事業 兵庫県 兵庫県
武木地区地すべり対策事業 奈良県 奈良県
林ヶ峯地区地すべり対策事業 和歌山県 和歌山県
三谷地区地すべり対策事業 島根県 島根県
下遙堪地区地すべり対策事業 島根県 島根県
別所地区地すべり対策事業 島根県 島根県
庄部地区地すべり対策事業 島根県 島根県
六坊地区地すべり対策事業 島根県 島根県
中村若月地区地すべり対策事業 島根県 島根県
伊野浦地区地すべり対策事業 島根県 島根県
東山地区地すべり対策事業 島根県 島根県
上里地区地すべり対策事業 島根県 島根県
有瀬地区地すべり対策事業 徳島県 徳島県
下影地区地すべり対策事業 徳島県 徳島県
倉石地区地すべり対策事業 徳島県 徳島県
加茂山地区地すべり対策事業 徳島県 徳島県
半平地区地すべり対策事業 徳島県 徳島県
生実地区地すべり対策事業 徳島県 徳島県
中熊地区地すべり対策事業 香川県 香川県
大久保地区地すべり対策事業 高知県 高知県
大砂子地区地すべり対策事業 高知県 高知県
佐賀山地区地すべり対策事業 高知県 高知県
川井地区地すべり対策事業 高知県 高知県
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溜井地区地すべり対策事業 高知県 高知県
相川地区地すべり対策事業 高知県 高知県
高須地区地すべり対策事業 高知県 高知県
打木地区地すべり対策事業 高知県 高知県
谷ノ内地区地すべり対策事業 高知県 高知県
楠神地区地すべり対策事業 高知県 高知県
長者地区地すべり対策事業 高知県 高知県
栃ノ木地区地すべり対策事業 高知県 高知県
山中地区地すべり対策事業 福岡県 福岡県
藤ノ木地区地すべり対策事業 福岡県 福岡県
吹春（１）地区地すべり対策事業 福岡県 福岡県
白井岳地区地すべり対策事業 長崎県 長崎県
腰差地区地すべり対策事業 長崎県 長崎県
里地区地すべり対策事業 長崎県 長崎県
高野地区地すべり対策事業 長崎県 長崎県
大屋地区地すべり対策事業 長崎県 長崎県
園田地区地すべり対策事業 長崎県 長崎県
野崎地区地すべり対策事業 長崎県 長崎県
大崎地区地すべり対策事業 長崎県 長崎県
飛島地区地すべり対策事業 長崎県 長崎県
松島外平地区地すべり対策事業 長崎県 長崎県
袴野地区地すべり対策事業 熊本県 熊本県
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

【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）
南茅部臼尻３地区急傾斜地崩壊対策事業 北海道 北海道
前浜の２地区急傾斜地崩壊対策事業 宮城県 宮城県
深谷第2地区急傾斜地崩壊対策事業 福井県 福井県
南瀬地区急傾斜地崩壊対策事業 福井県 福井県

【雪崩対策事業】
（補助等）

事業名 事業主体 都道府県（実施場所）
三ツ屋野地区雪崩対策事業 石川県 石川県
飯降地区雪崩対策事業 福井県 福井県

【海岸事業】
（直轄）

事業名 事業主体 都道府県（実施場所）
胆振海岸直轄海岸保全施設整備事業 国 北海道
東播海岸直轄海岸保全施設整備事業 国 兵庫県
皆生海岸直轄海岸保全施設整備事業 国 鳥取県
高知海岸直轄海岸保全施設整備事業 国 高知県
有明海岸直轄海岸保全施設整備事業 国 佐賀県
釜石港海岸 湾口地区 直轄海岸保全施設整備事業 ※１ 国 岩手県
須崎港海岸 湾口地区 直轄海岸保全施設整備事業 ※１ 国 高知県
※１は、港湾整備事業と一体的に整備

（補助等）
事業名 事業主体 都道府県（実施場所）

函館海岸侵食対策事業 北海道 北海道
伊茶仁海岸侵食対策事業 北海道 北海道
黄金海岸侵食対策事業 北海道 北海道
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知来別海岸侵食対策事業 北海道 北海道
紋兵衛海岸侵食対策事業 北海道 北海道
百石海岸高潮対策事業 青森県 青森県
横道海岸高潮対策事業 青森県 青森県
烏沢侵食対策事業 青森県 青森県
三沢海岸侵食対策事業 青森県 青森県
菖蒲田海岸高潮対策事業 宮城県 宮城県
浜中海岸侵食対策事業 山形県 山形県
宮海海岸侵食対策事業 山形県 山形県
磯原海岸高潮対策事業 茨城県 茨城県
鹿嶋海岸侵食対策事業 茨城県 茨城県
北九十九里海岸高潮対策事業 千葉県 千葉県
千倉海岸高潮対策事業 千葉県 千葉県
吉崎海岸侵食対策事業 千葉県 千葉県
一宮海岸侵食対策事業 千葉県 千葉県
大潟海岸侵食対策事業 新潟県 新潟県
金衛町海岸侵食対策事業 新潟県 新潟県
桃崎浜海岸侵食対策事業 新潟県 新潟県
瀬波海岸侵食対策事業 新潟県 新潟県
早川海岸侵食対策事業 新潟県 新潟県
桑川海岸侵食対策事業 新潟県 新潟県
窪田海岸環境整備事業 新潟県 新潟県
五十洲海岸侵食対策事業 石川県 石川県
静岡海岸高潮対策事業 静岡県 静岡県
吉良海岸高潮対策事業 愛知県 愛知県
真野海岸高潮対策事業 愛知県 愛知県
田原海岸環境整備事業 愛知県 愛知県
御浜海岸高潮対策事業 三重県 三重県
井田海岸高潮対策事業 三重県 三重県
安乗海岸侵食対策事業 三重県 三重県
道瀬海岸環境整備事業 三重県 三重県
後ヶ浜海岸侵食対策事業 京都府 京都府
白浜海岸環境整備事業 和歌山県 和歌山県
重井海岸高潮対策事業 広島県 広島県
鳴門海岸侵食対策事業 徳島県 徳島県
今津坂野海岸侵食対策事業 徳島県 徳島県
西浜海岸侵食対策事業 高知県 高知県
大和海岸高潮対策事業 福岡県 福岡県
柳川海岸高潮対策事業 福岡県 福岡県
鐘崎海岸環境整備事業 福岡県 福岡県
荒尾海岸高潮対策事業 熊本県 熊本県
宇佐海岸高潮対策事業 大分県 大分県
富来海岸侵食対策事業 大分県 大分県
住吉海岸侵食対策事業 宮崎県 宮崎県
垂水海岸高潮対策事業 鹿児島県 鹿児島県
喜入海岸高潮対策事業 鹿児島県 鹿児島県
川内港海岸　川内地区　海岸環境整備事業 青森県 青森県
敦賀港海岸　赤崎地区　海岸環境整備事業 福井県 福井県
和田港海岸　鯉川地区　海岸環境整備事業 福井県 福井県
的矢港海岸　三ヶ所地区　高潮対策事業 三重県 三重県
鳥取港海岸　西浜地区　海岸環境整備事業 鳥取県 鳥取県
徳島小松島港海岸　横須金磯地区　海岸環境整備事業 徳島県 徳島県
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【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337号　新千歳空港関連 国 北海道
一般国道337号　美原バイパス 国 北海道
一般国道12号　岩見沢道路 国 北海道
一般国道12号　奈井江拡幅 国 北海道
一般国道36号　登別拡幅 国 北海道
一般国道37号　虻田市街 国 北海道
一般国道38号　赤平バイパス 国 北海道
一般国道229号　積丹防災 国 北海道
一般国道275号　蕨岱拡幅 国 北海道
一般国道278号　尾札部道路 国 北海道
一般国道393号　赤井川道路 国 北海道
一般国道4号　七戸バイパス 国 青森県
一般国道45号　八戸バイパス 国 青森県
一般国道45号　大船渡三陸道路 国 岩手県
一般国道4号　花巻東バイパス 国 岩手県
一般国道45号　登米志津川道路 国 宮城県
一般国道4号　仙台拡幅 国 宮城県（仙台市）
一般国道4号　三本木古川拡幅 国 宮城県
一般国道7号　琴丘能代道路 国 秋田県
一般国道4号　郡山バイパス 国 福島県
一般国道6号　常磐バイパス 国 福島県
一般国道6号　久之浜バイパス 国 福島県
一般国道6号　相馬バイパス 国 福島県
一般国道13号　福島西道路 国 福島県
一般国道４６８号　首都圏中央連絡自動車道
(五霞～つくば） 国及び日本道路公団 茨城県

一般国道６号　　　日立バイパス 国 茨城県
一般国道５０号　　結城バイパス 国 茨城県
一般国道５０号　　岩舟小山バイパス 国 栃木県
一般国道１８号　　高崎安中拡幅 国 群馬県
一般国道４６８号　首都圏中央連絡自動車道
(鶴ヶ島～川島） 国及び日本道路公団 埼玉県

一般国道１７号　　新大宮バイパス 国 埼玉県
一般国道４号　　　東埼玉道路 国 埼玉県
一般国道３５７号　東京湾岸道路（千葉県区間） 国 千葉県
一般国道１６号　　八王子拡幅 国 東京都
一般国道２４６号　横浜青葉ＩＣ関連 国 神奈川県
一般国道１６号　　杉田交差点改良 国 神奈川県
一般国道１号　　　戸部拡幅 国 神奈川県
一般国道２４６号　山北バイパス 国 神奈川県
一般国道８号　三条拡幅 国 新潟県
一般国道８号　糸魚川東バイパス 国 新潟県
一般国道１７号　六日町バイパス 国 新潟県
一般国道１１６号　新潟西バイパス 国 新潟県
一般国道１１６号　巻バイパス 国 新潟県
一般国道８号　魚津滑川バイパス 国 富山県
一般国道８号　小矢部バイパス 国 富山県
一般国道８号　津幡北バイパス 国 石川県
一般国道474号小川路峠道路 国 長野県
一般国道474号青崩峠道路 国 長野県・静岡県
一般国道475号東海環状自動車道（土岐～関） 国及び日本道路公団 岐阜県
一般国道360号宮川細入道路（Ⅰ、Ⅱ） 国 岐阜県・富山県
一般国道41号下原改良 国 岐阜県
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一般国道156号大和改良 国 岐阜県
一般国道1号東駿河湾環状道路 国 静岡県
一般国道414号天城北道路 国 静岡県
一般国道474号三遠道路 国 静岡県・愛知県
一般国道1号笹原中山道路 国 静岡県
一般国道1号日坂バイパス 国 静岡県
一般国道302号名古屋Ⅱ環 国 愛知県
一般国道23号中勢道路 国 三重県
一般国道260号錦峠 国 三重県
一般国道42号松阪多気バイパス 国 三重県
一般国道１号栗東水口道路Ⅰ 国 滋賀県
一般国道１６１号志賀バイパス 国 滋賀県
一般国道８号塩津バイパス 国 滋賀県
一般国道４７８号京都第二外環状道路 国及び日本道路公団 京都府
一般国道２７号下山バイパス 国 京都府
一般国道１６３号清滝生駒道路 国 大阪府・奈良県
一般国道２号相生拡幅 国 兵庫県
一般国道２４号橋本道路 国 和歌山県
一般国道４２号田辺バイパス 国 和歌山県
一般国道９号　松江道路 国 島根県
一般国道２号　笠岡バイパス 国 岡山県
一般国道５３号　岡山北バイパス 国 岡山県
一般国道１８０号　総社・一宮バイパス 国 岡山県
一般国道３７３号　志戸坂峠道路 国 岡山県・鳥取県
一般国道２号　松永道路 国 広島県
一般国道２号　西条バイパス 国 広島県
一般国道２号　広島南道路 国 広島県
一般国道５４号　可部バイパス 国 広島県
一般国道２号　花岡拡幅 国 山口県
一般国道２号　下関拡幅 国 山口県
一般国道１８８号　柳井バイパス 国 山口県
一般国道３１９号善通寺バイパス 国 香川県
一般国道３３号砥部道路 国 愛媛県
一般国道５６号宇和島道路 国 愛媛県
一般国道３３号高知西バイパス 国 高知県
一般国道５６号中村宿毛道路 国 高知県
一般国道3号 博多バイパス 国 福岡県
一般国道201号 飯塚庄内田川バイパス 国 福岡県
一般国道497号 唐津道路 国 佐賀県
一般国道57号 森山拡幅 国 長崎県
一般国道57号 立野拡幅 国 熊本県
一般国道3号 芦北出水道路 国 熊本県・鹿児島県
一般国道10号 新富バイパス 国 宮崎県
一般国道220号 青島～日南改良 国 宮崎県
一般国道3号 鹿児島北バイパス 国 鹿児島県
一般国道220号 古江バイパス 国 鹿児島県
一般国道58号恩納バイパス 国 沖縄県
一般国道58号嘉手納バイパス 国 沖縄県
一般国道329号宜野座改良 国 沖縄県
一般国道329号石川バイパス 国 沖縄県
主要道道　静内中札内線 国 北海道
主要道道　美唄富良野線 国 北海道
一般道道　名寄遠別線 国 北海道
一般道道　北檜山大成線 国 北海道
一般道道　高見西舎線 国 北海道
一般道道　稚内猿払線 国 北海道
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（補助等）
事業名 事業主体 都道府県（実施場所）

第三京浜道路（改築）野川ＩＣ 日本道路公団 神奈川県
大阪市道高速道路淀川左岸線 阪神高速道路公団 大阪府
神戸市道高速道路２号線 阪神高速道路公団 兵庫県
一般国道103号　宇樽部バイパス 青森県 青森県
一般国道338号　長後バイパス 青森県 青森県
一般国道455号　北山バイパス 岩手県 岩手県
一般国道108号　花渕山バイパス 宮城県 宮城県
一般国道398号　水浜拡幅 宮城県 宮城県
一般国道398号　大湯道路 秋田県 秋田県
一般国道２９４号  守谷拡幅 茨城県 茨城県
一般国道４００号  大田原西那須野バイパス 栃木県 栃木県
一般国道３５３号　鯉沢バイパス 群馬県 群馬県
一般国道３５３号　駒岩拡幅 群馬県 群馬県
一般国道３５４号　伊勢崎街道踏切 群馬県 群馬県
一般国道１２２号  蓮田岩槻バイパス 埼玉県 埼玉県
一般国道２５４号  和光富士見バイパス 埼玉県 埼玉県
一般国道２９９号  飯能狭山バイパス 埼玉県 埼玉県
一般国道４０７号  東松山バイパス 埼玉県 埼玉県
一般国道２９７号  市原バイパス 千葉県 千葉県
一般国道３５６号  銚子バイパス 千葉県 千葉県
一般国道３５６号  小見川東庄バイパス 千葉県 千葉県
一般国道４１０号  久留里馬来田バイパス 千葉県 千葉県
一般国道４６５号  筒森バイパス 千葉県 千葉県
一般国道４１３号  青根～青野原バイパス 神奈川県 神奈川県
一般国道253号松代道路 新潟県 新潟県
一般国道291号坂戸バイパス 新潟県 新潟県
一般国道291号竹沢拡幅 新潟県 新潟県
一般国道351号大手通拡幅 新潟県 新潟県
一般国道352号萱峠バイパス 新潟県 新潟県
一般国道353号葎沢拡幅 新潟県 新潟県
一般国道402号新潟海岸バイパス 新潟県 新潟県
一般国道403号三条北バイパス 新潟県 新潟県
一般国道403号大白倉バイパス 新潟県 新潟県
一般国道405号切光バイパス 新潟県 新潟県
一般国道460号臼井橋 新潟県 新潟県
一般国道415号富山拡幅 富山県 富山県
一般国道471号菅沼栃折道路 富山県 富山県
一般国道３０５号越前バイパス 福井県 福井県
一般国道４１６号島山梨子～里別所バイパス 福井県 福井県
一般国道４１７号青野～鎌坂バイパス 福井県 福井県
一般国道１１７号　替佐～静間バイパス 長野県 長野県
一般国道１５１号　落合～新野バイパス 長野県 長野県
一般国道１５２号　高遠バイパス 長野県 長野県
一般国道１５２号　小塩～由井神バイパス 長野県 長野県
一般国道１５２号　向井万場拡幅 長野県 長野県
一般国道２９２号　上林～夜間瀬バイパス 長野県 長野県
一般国道２９９号　本郷バイパス 長野県 長野県
一般国道３６１号　地蔵峠バイパス 長野県 長野県
一般国道４０６号　百瀬～茂菅バイパス 長野県 長野県
一般国道248号　太田バイパス 岐阜県 岐阜県
一般国道257号　馬瀬・萩原バイパス 岐阜県 岐阜県
一般国道303号　川上・八草バイパス 岐阜県 岐阜県
一般国道１３５号宇佐美～網代バイパス 静岡県 静岡県
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一般国道１３６号土肥拡幅 静岡県 静岡県
一般国道１５０号静岡バイパス 静岡県 静岡県
一般国道１５２号西川～横山拡幅 静岡県 静岡県
一般国道３６２号本川根～静岡バイパス 静岡県 静岡県
一般国道３６２号大原～谷津拡幅 静岡県 静岡県
一般国道１５１号豊根拡幅 愛知県 愛知県
一般国道１５１号新城バイパス 愛知県 愛知県
一般国道２４７号常滑バイパス 愛知県 愛知県
一般国道２４７号中央バイパス 愛知県 愛知県
一般国道２５７号鳳来拡幅 愛知県 愛知県
一般国道２５７号稲武拡幅 愛知県 愛知県
一般国道２５９号田原バイパス 愛知県 愛知県
一般国道２５９号植田バイパス 愛知県 愛知県
一般国道３０１号豊田拡幅 愛知県 愛知県
一般国道３６６号半田～大府バイパス 愛知県 愛知県
一般国道２６０号　志摩バイパス 三重県 三重県
一般国道２６０号　下津浦拡幅 三重県 三重県
一般国道３６７号葛川バイパス 滋賀県 滋賀県
一般国道１６８号上庄バイパス 奈良県 奈良県
一般国道１６８号一分バイパス 奈良県 奈良県
一般国道１６８号熊野川・本宮道路 和歌山県 和歌山県
一般国道３７１号橋本バイパス 和歌山県 和歌山県
一般国道３７１号龍神四バイパス 和歌山県 和歌山県
一般国道４２４号南部川谷拡幅 和歌山県 和歌山県
一般国道４３１号　川津バイパス 島根県 島根県
一般国道４３２号　東岩坂バイパス 島根県 島根県
一般国道１７９号　奥津～上斎原バイパス 岡山県 岡山県
一般国道３１３号　禾津バイパス 岡山県 岡山県
一般国道４２９号　倉敷～総社バイパス 岡山県 岡山県
一般国道４３３号　廿日市拡幅 広島県 広島県
一般国道４３３号　加計豊平バイパス 広島県 広島県
一般国道４３３号　川戸拡幅 広島県 広島県
一般国道３７５号　作木拡幅 広島県 広島県
一般国道４３４号　須川バイパス 山口県 山口県
一般国道４３４号　徳山～錦バイパス 山口県 山口県
一般国道３１９号山城拡幅 徳島県 徳島県
一般国道４３８号森遠拡幅 徳島県 徳島県
一般国道４３８号上八万バイパス 徳島県 徳島県
一般国道３７９号岩谷バイパス 愛媛県 愛媛県
一般国道３８０号寺村バイパス 愛媛県 愛媛県
一般国道３８１号半家バイパス 高知県 高知県
一般国道４３９号落合拡幅 高知県 高知県
一般国道４３９号東石原～思地拡幅 高知県 高知県
一般国道４３９号大植バイパス 高知県 高知県
一般国道３２２号山田バイパス 福岡県 福岡県
一般国道４４２号大木大川バイパス 福岡県 福岡県
一般国道２０４号佐志バイパス 佐賀県 佐賀県
一般国道２６３号大和拡幅 佐賀県 佐賀県
一般国道３８５号東脊振バイパス 佐賀県 佐賀県
一般国道４４４号平谷バイパス 佐賀県 佐賀県
一般国道４４５号樅木拡幅 熊本県 熊本県
一般国道４４５号泉～相良バイパス 熊本県 熊本県
一般国道２６９号　梅谷バイパス 宮崎県 宮崎県
一般国道３２７号　恵後の崎バイパス 宮崎県 宮崎県
一般国道２２３号小谷拡幅 鹿児島県 鹿児島県
一般国道２７０号宮崎バイパス 鹿児島県 鹿児島県
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出島線 宮城県 宮城県
萩川上線 山口県 山口県
山形停車場松波線 山形県 山形県
荒川沖木田余線（小松工区） 茨城県 茨城県
東中根高場線 ひたちなか市 茨城県
昭和大橋大胡線 群馬県 群馬県
高崎渋川線 群馬県 群馬県
錦桜橋 群馬県 群馬県
武里内牧線 春日部市 埼玉県
京成本線連続立体交差事業 千葉県 千葉県
美浜長作町線 千葉市 千葉県
放射第１０号線 東京都 東京都
放射第２１号線 東京都 東京都
環状第８号線（小豆沢、赤羽、岩淵） 東京都 東京都
藤沢厚木線 神奈川県 神奈川県
東京丸子横浜線（木月工区，丸子通工区） 川崎市 神奈川県
世田谷町田線（万福寺工区，登戸工区） 川崎市 神奈川県
横浜藤沢線（上永谷地区） 横浜市 神奈川県
横浜鎌倉線（鍛冶ヶ谷地区） 横浜市 神奈川県
環状３号線（南戸塚地区） 横浜市 神奈川県
水源橋線 愛知県 愛知県
中手新池線 刈谷市 愛知県
守山本通線（小幡架道橋） 名古屋市 愛知県
近鉄名古屋線・ＪＲ関西本線 名古屋市 愛知県
広小路線 名古屋市 愛知県
京都宇治線（１工区） 京都府 京都府
山手幹線（京田辺市） 京都府 京都府
綾部福知山線 京都府 京都府
岩滝海岸線 京都府 京都府
深草大津線（第１工区） 京都市 京都府
豊中岸部線 大阪府 大阪府
千里丘寝屋川線 大阪府 大阪府
茨木寝屋川線 大阪府 大阪府
南花田鳳西町線 大阪府 大阪府
南海本線（泉佐野市）連続立体交差事業 大阪府 大阪府
大和川北岸線（安立・清水ヶ丘） 大阪市 大阪府
JR阪和線 大阪市 大阪府
山手幹線（神崎） 兵庫県 兵庫県
尼崎伊丹線（立体） 兵庫県 兵庫県
山陽電鉄本線(明石） 兵庫県 兵庫県
JR山陽本線等（姫路） 兵庫県 兵庫県
大和郡山川西三宅線外１線 奈良県 奈良県
大和八木駅地区 橿原市 奈良県
宮下十六本松線外１街路事業 鳥取県 鳥取県
上町松並線外２街路事業 鳥取県 鳥取県
米倉津島線 岡山県 岡山県
常三島中島田線 徳島県 徳島県
元町沖洲線 徳島県 徳島県
東吉野町北沖洲線 徳島県 徳島県
水ヶ江町枝吉線 佐賀県 佐賀県
小ヶ倉蛍茶屋線（県施工） 長崎県 長崎県
相浦棚方線 長崎県 長崎県
破籠井鷲崎線 長崎県 長崎県
出島・南山手地区 長崎市 長崎県
大原線 平良市 沖縄県
阪神間都市計画道路事業３・４・１７３号名塩団地線 都市基盤整備公団 兵庫県
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【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）
近内地区土地区画整理事業 宮古市 岩手県

黒沢尻西部地区土地区画整理事業 黒沢尻西部
土地区画整理組合 岩手県

仙台駅東第二土地区画整理事業 仙台市 宮城県
大曲駅前第二地区土地区画整理事業 大曲市 秋田県
扇町土地区画整理事業 会津若松市 福島県
八千代中央土地区画整理事業 八千代町 茨城県
八丁台土地区画整理事業 下館市 茨城県
阿字ヶ浦土地区画整理事業 ひたちなか市 茨城県
六供土地区画整理事業 前橋市 群馬県
高崎駅周辺西口土地区画整理事業 高崎市 群馬県
西部第一中土地区画整理事業 館林市 群馬県
四ツ角周辺土地区画整理事業 渋川市 群馬県
笠縫土地区画整理事業 飯能市 埼玉県
武蔵藤沢駅周辺土地区画整理事業 入間市 埼玉県
錦町土地区画整理事業 蕨市 埼玉県
江川土地区画整理事業 岩槻市 埼玉県
新田西部土地区画整理事業 草加市 埼玉県
大瀬古新田土地区画整理事業 八潮市 埼玉県
与野駅西口土地区画整理事業 さいたま市 埼玉県
籠原中央第一土地区画整理事業 熊谷市 埼玉県
上之土地区画整理事業 熊谷市 埼玉県
伊奈土地区画整理事業 埼玉県 埼玉県
小泉土地区画整理事業 小泉土地区画整理組合 埼玉県

上日出谷南特定土地区画整理事業 上日出谷南
特定土地区画整理組合 埼玉県

下日出谷東特定土地区画整理事業 下日出谷東
特定土地区画整理組合 埼玉県

戸塚南部特定土地区画整理事業 戸塚南部
特定土地区画整理組合 埼玉県

大和田駅南地区土地区画整理事業 八千代市 千葉県
岩崎土地区画整理事業 市原市 千葉県
新田・下宿土地区画整理事業 市原市 千葉県
検見川・稲毛地区土地区画整理事業 千葉市 千葉県
寒川第一土地区画整理事業 千葉市 千葉県
上野第二土地区画整理事業 八王子市 東京都
豊田南土地区画整理事業 日野市 東京都
稲城榎戸土地区画整理事業 稲城市 東京都
稲城百村土地区画整理事業 稲城市 東京都
花畑北部土地区画整理事業 東京都 東京都
寒川駅北口土地区画整理事業 寒川町 神奈川県
渋沢駅周辺土地区画整理事業 秦野市 神奈川県
柄沢土地区画整理事業 藤沢市 神奈川県
登戸土地区画整理事業 川崎市 神奈川県
山室第２土地区画整理事業 富山市 富山県
沼津駅南第一地区土地区画整理事業 沼津市 静岡県

興津第二土地区画整理事業 興津第二
土地区画整理組合 静岡県

大谷土地区画整理事業 静岡市 静岡県
島田中央第三地区土地区画整理事業 島田市 静岡県
菊川駅南土地区画整理事業 菊川町 静岡県
磐田市駅北土地区画整理事業 磐田市 静岡県
東第一土地区画整理事業 浜松市 静岡県
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焼津市南部土地区画整理事業 焼津市南部
土地区画整理組合 静岡県

安城新幹線駅周辺土地区画整理事業 安城市 愛知県
勝川駅前土地区画整理事業 春日井市 愛知県
蒲郡駅南土地区画整理事業 蒲郡市 愛知県
蒲郡中部土地区画整理事業 蒲郡市 愛知県
知多半田駅前土地区画整理事業 半田市 愛知県
大曽根土地区画整理事業 名古屋市 愛知県
大曽根北土地区画整理事業 名古屋市 愛知県
葵土地区画整理事業 名古屋市 愛知県

吉根特定土地区画整理事業 吉根
特定土地区画整理組合 愛知県

二条駅土地区画整理事業 京都市 京都府
伏見西部第三土地区画整理事業 京都市 京都府
伏見西部第四土地区画整理事業 京都市 京都府
三国駅周辺地区土地区画整理事業 大阪市 大阪府
姫路駅周辺土地区画整理事業 姫路市 兵庫県
大久保駅前土地区画整理事業 明石市 兵庫県
山手幹線土地区画整理事業 神戸市 兵庫県
ＪＲ奈良駅周辺土地区画整理事業 奈良市 奈良県
近鉄西大寺駅南土地区画整理事業 奈良市 奈良県
中心市街地第一土地区画整理事業 橋本市 和歌山県
重根土地区画整理事業 重根土地区画整理組合 和歌山県
新開土地区画整理事業 竹原市 広島県
安浦駅北土地区画整理事業 安浦町 広島県
太田第２土地区画整理事業 高松市 香川県
弥右衛門土地区画整理事業 高知市 高知県
花畑駅周辺土地区画整理事業 久留米市 福岡県
行橋駅西口地区土地区画整理事業 行橋市 福岡県
辻の尾土地区画整理事業 松浦市 長崎県
高田南土地区画整理事業 長与町 長崎県
坂ノ市土地区画整理事業 大分市 大分県
中部土地区画整理事業 都農町 宮崎県
徳重土地区画整理事業 伊集院町 鹿児島県
宇宿中間地区土地区画整理事業 鹿児島市 鹿児島県
加世田第四土地区画整理事業 加世田市 鹿児島県
真嘉比古島第二土地区画整理事業 那覇市 沖縄県

【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）

鴻巣駅東口Ｅ 鴻巣駅東口Ｅ地区
市街地再開発組合 埼玉県

武蔵浦和駅第３街区 武蔵浦和駅第３街区
市街地再開発組合 埼玉県

市川駅南口 市川市 千葉県

八王子駅南口 八王子駅南口地区
市街地再開発組合 東京都

国分寺駅北口 国分寺市 東京都

東池袋四丁目 東池袋四丁目地区
市街地再開発組合 東京都

竹ノ塚駅西口南 東京都 東京都
金沢駅武蔵 金沢市 石川県
御幸町・伝馬町第一 静岡県 静岡県
阿倍野
（B1,B2,C1-1,C1-2,D地区及びA1地区1～3工区） 大阪市 大阪府
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【港湾整備事業】
（直轄）

事業名 事業主体 都道府県（実施場所）
釜石港　湾口地区　防波堤整備事業　※２ 国 岩手県
小名浜港　本港地区　防波堤整備事業 国 福島県
東京湾口航路　開発保全航路整備事業 国 東京湾
輪島港　輪島崎地区　避難港整備事業 国 石川県
舞鶴港　和田地区　多目的国際ﾀｰﾐﾅﾙ整備事業 国 京都府
柴山港　柴山地区　避難港整備事業 国 兵庫県
日高港　御坊地区　多目的国際ﾀｰﾐﾅﾙ整備事業 国 和歌山県
境港　江島地区　臨港道路整備事業 国 鳥取県・島根県
須崎港　湾口地区　防波堤整備事業　※２ 国 高知県
室津港　室津地区　避難港整備事業 国 高知県
上川口港　上川口地区　避難港整備事業 国 高知県
伊万里港　久原南･瀬戸地区　臨港道路整備事業 国 佐賀県
別府港　石垣地区　旅客対応ﾀｰﾐﾅﾙ整備事業 国 大分県
※２は、海岸事業と一体的に整備

（補助等）
事業名 事業主体 都道府県（実施場所）

宮古港　出崎地区　旅客対応ﾀｰﾐﾅﾙ整備事業 岩手県 岩手県
小本港　小本地区　国内物流ﾀｰﾐﾅﾙ整備事業 岩手県 岩手県
鼠ヶ関港　平佐浜地区　避難港整備事業 山形県 山形県
横浜港　新港～瑞穂　臨港道路整備事業 横浜市 神奈川県
横浜港　新港地区(赤レンガ)　港湾緑地整備事業 横浜市 神奈川県
新潟港　西港区　入舟地区　臨港道路整備事業 新潟県 新潟県
新潟港　東港区　南浜地区  小型船だまり整備事業 新潟県 新潟県
小木港　本小木地区　小型船だまり整備事業 石川県 石川県
清水港　日の出地区　港湾緑地整備事業 静岡県 静岡県
三河港　神野西地区　港湾緑地整備事業 愛知県 愛知県
舞鶴港　和田地区　多目的国際ﾀｰﾐﾅﾙ整備事業 京都府 京都府
赤碕港　松ヶ谷地区　小型船だまり整備事業 鳥取県 鳥取県
東備港　日生～片上地区　航路整備事業 岡山県 岡山県
長浜港　今坊地区　国内物流ﾀｰﾐﾅﾙ整備事業 愛媛県 愛媛県
下田港　港口地区　国内物流ﾀｰﾐﾅﾙ整備事業 高知県 高知県
小茂田港　小茂田地区　小型船だまり整備事業 長崎県 長崎県
高田港　呉崎地区　国内物流ﾀｰﾐﾅﾙ整備事業 大分県 大分県
美々津港　美々津地区　小型船だまり整備事業 宮崎県 宮崎県

【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）
長吉長原東・第２・第３ 大阪市 大阪府

【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）
崇仁北３地区住宅地区改良事業 京都市 京都府
崇仁北４地区住宅地区改良事業 京都市 京都府
戸ノ内第３地区住宅地区改良事業 尼崎市 兵庫県
日高地区住宅地区改良事業 川西市 兵庫県

【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）
白山台公園(八戸新都市) 八戸市 青森県
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一級河川　中川(栗橋・豊田土地区画整理) 埼玉県 埼玉県
二級河川　南白亀川(小中川)(瑞穂・永田・駒込) 千葉県 千葉県
(主)浜野四街道長沼線(御成台研究学園都市) 千葉県 千葉県
3･1･1、3･1･2千葉ニュータウン関連街路
(千葉ニュータウン) 都市基盤整備公団 千葉県

3･3･4、3･3･5千葉ニュータウン関連街路
(千葉ニュータウン) 都市基盤整備公団 千葉県

3･3･6千葉ニュータウン関連街路(千葉ニュータウン) 都市基盤整備公団 千葉県
船橋印西線(千葉ニュータウン) 都市基盤整備公団 千葉県
神崎川(千葉ニュータウン) 都市基盤整備公団 千葉県
浦部川(千葉ニュータウン) 都市基盤整備公団 千葉県
亀成川(千葉ニュータウン) 都市基盤整備公団 千葉県
二級河川安原川(御経塚団地) 石川県 石川県
浅野処理区田上汚水一号幹線(浅川団地) 金沢市 石川県
二級猿渡川(安城北部他２土地区画整理・他１) 愛知県 愛知県
戸田川(宮田) 名古屋市 愛知県
敷田大久伝線第１号(鳴海姥子山外４) 名古屋市 愛知県
山手幹線(精華・木津) 京都府 京都府
山手幹線(南田辺・狛田ニュータウン) 京都府 京都府
一級媒谷川(精華・木津) 京都府 京都府
一級井関川(精華・木津) 京都府 京都府
瓜破長吉線(長吉長原東団地) 大阪市 大阪府
阿倍野再開発２号公園(阿倍野団地) 大阪市 大阪府
井高野大道線(市営井高野) 大阪市 大阪府
富田芝生線(高槻芝生団地他２) 高槻市 大阪府
飯ノ峯川(阪南丘陵) 大阪府 大阪府
(二)明石川(広域)(西神住宅団地２団地) 兵庫県 兵庫県
(二)武庫川(宝塚武庫川団地) 兵庫県 兵庫県
(一)猪名川(川西猪名川団地) 兵庫県 兵庫県
井吹環状線(西神住宅団地２団地) 神戸市 兵庫県
市道西大寺阪奈線(近鉄西大寺駅南土地区画整理) 奈良市 奈良県

【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）
川口駅周辺地区 川口市 埼玉県
ヨコハマポートサイド地区 横浜市 神奈川県
高見地区 大阪市 大阪府
淀川リバーサイド地区 大阪市 大阪府
千代・吉塚地区 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）
北部中央地区 墨田区 東京都
太子堂２・３丁目地区 世田谷区 東京都
北沢３・４丁目地区 世田谷区 東京都
世田谷・若林地区 世田谷区 東京都
練馬地区 練馬区 東京都
浜地区 名古屋市 愛知県
大曽根北地区 名古屋市 愛知県
筒井地区 名古屋市 愛知県
庄内地区 豊中市 大阪府
萱島東地区 寝屋川市 大阪府
池田・大利地区 寝屋川市 大阪府
香里地区 寝屋川市 大阪府
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門真市北部地区 門真市 大阪府

【下水道事業】
（補助等）

事業名 事業主体 都道府県（実施場所）
富士北麓流域下水道業 山梨県 山梨県
峡東流域下水道事業 山梨県 山梨県
釜無川流域下水道事業 山梨県 山梨県
富士吉田市公共下水道事業 富士吉田市 山梨県
忍野村公共下水道事業 忍野村 山梨県
山中湖村公共下水道事業 山中湖村 山梨県
河口湖町公共下水道事業 河口湖町 山梨県
勝山村公共下水道事業 勝山村 山梨県
足和田村公共下水道事業 足和田村 山梨県
塩山市公共下水道事業 塩山市 山梨県
山梨市公共下水道事業 山梨市 山梨県
春日居町公共下水道事業 春日居町 山梨県
勝沼町公共下水道事業 勝沼町 山梨県
石和町公共下水道事業 石和町 山梨県
一宮町公共下水道事業 一宮町 山梨県
牧丘町特定環境保全下水道事業 牧丘町 山梨県
御坂町特定環境保全下水道事業 御坂町 山梨県
八代町特定環境保全下水道事業 八代町 山梨県
境川村特定環境保全下水道事業 境川村 山梨県
中道町特定環境保全下水道事業 中道町 山梨県
韮崎市公共下水道事業 韮崎市 山梨県
竜王町公共下水道事業 竜王町 山梨県
敷島町公共下水道事業 敷島町 山梨県
玉穂町公共下水道事業 玉穂町 山梨県
昭和町公共下水道事業 昭和町 山梨県
田富町公共下水道事業 田富町 山梨県
南アルプス市公共下水道事業 南アルプス市 山梨県
双葉町公共下水道事業 双葉町 山梨県
増穂町公共下水道事業 増穂町 山梨県
小淵沢町特定環境保全下水道事業 小淵沢町 山梨県
身延町公共下水道事業 身延町 山梨県
丸子町特定環境保全公共下水道事業 丸子町 長野県
衣浦西部流域下水道事業 愛知県 愛知県
五条川右岸流域下水道事業 愛知県 愛知県
一宮市公共下水道事業 一宮市 愛知県
半田市公共下水道事業 半田市 愛知県
江南市公共下水道事業 江南市 愛知県
大口町公共下水道事業 大口町 愛知県
扶桑町公共下水道事業 扶桑町 愛知県
阿久比町公共下水道事業 阿久比町 愛知県
武豊町公共下水道事業 武豊町 愛知県

【都市公園事業】
（補助等）

事業名 事業主体 都道府県（実施場所）
緑ヶ丘公園 苫小牧市 北海道
石狩川水系緑地 旭川市 北海道
釧路大規模運動公園 釧路市 北海道
柳町公園 釧路市 北海道
根室総合運動公園 根室市 北海道
緑ヶ丘公園 帯広市 北海道
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常呂川水系緑地 北見市 北海道
御所湖広域公園 岩手県 岩手県
中央公園 盛岡市 岩手県
高松公園 盛岡市 岩手県
日居城野運動公園 花巻市 岩手県
江釣子工芸の村公園 北上市 岩手県
一戸町総合運動公園 一戸町 岩手県
滝沢総合公園 滝沢村 岩手県
加瀬沼公園 宮城県 宮城県
能代河畔公園 能代市 秋田県
一つ森公園 秋田市 秋田県
会津総合運動公園 会津若松市 福島県
２１世紀の森公園 いわき市 福島県
三崎公園 いわき市 福島県
翠ヶ丘公園 須賀川市 福島県
大池公園 矢吹町 福島県
笠間市総合公園 笠間市 茨城県
大室公園 前橋市 群馬県
多々良沼公園 館林市 群馬県
富岡北部運動公園 富岡市 群馬県
見沼通船堀公園 さいたま市 埼玉県
羊山公園 秩父市 埼玉県
伊奈町運動公園 伊奈町 埼玉県
県立柏の葉公園 千葉県 千葉県
２１世紀の森と広場 松戸市 千葉県
四街道総合公園 四街道市 千葉県
北五井緑道 市原市 千葉県
花島公園 千葉市 千葉市
西新井公園 足立区 東京都
富士森公園 八王子市 東京都
立川公園 立川市 東京都
白鬚西公園 東京都 東京都
麻溝公園 相模原市 神奈川県
横浜動物の森公園 横浜市 横浜市
等々力緑地 川崎市 川崎市
菅生緑地 川崎市 川崎市
紫雲寺記念公園 新潟県 新潟県
奥只見レクリエーション都市公園
（道光・根小屋地域） 新潟県 新潟県

奥只見レクリエーション都市公園（浦佐地域） 新潟県 新潟県
月岡公園 堀之内町 新潟県
中央公園 湯沢町 新潟県
富岩運河環水公園 富山県 富山県
呉羽山公園 富山市 富山県
魚津運動公園 魚津市 富山県
氷見運動公園 氷見市 富山県
滑川運動公園 滑川市 富山県
丸山総合公園 上市町 富山県
立山町総合公園 立山町 富山県
桜ヶ池公園 城端町 富山県
木場潟公園 石川県 石川県
千塚公園 甲府市 山梨県
都留市総合運動公園 都留市 山梨県
河口湖総合公園 河口湖町 山梨県
岡谷湖畔公園 岡谷市 長野県
朝倉公園 垂井町 岐阜県
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四ッ池公園 浜松市 静岡県
佐鳴湖公園 浜松市 静岡県
愛鷹運動公園 沼津市 静岡県
原田公園 富士市 静岡県
小幡緑地 愛知県 愛知県
牧野ヶ池緑地 愛知県 愛知県
岡崎中央総合公園 岡崎市 愛知県
枝下緑道 豊田市 愛知県
柿田公園 安城市 愛知県
蘇南公園 江南市 愛知県
市民四季の森 小牧市 愛知県
富田公園 名古屋市 名古屋市
東山公園 名古屋市 名古屋市
天白公園 名古屋市 名古屋市
大仏山公園 三重県 三重県
北勢中央公園 三重県 三重県
南部丘陵公園 四日市市 三重県
山崎運動公園 熊野市 三重県
町民の森公園 河芸町 三重県
安濃中央総合公園 安濃町 三重県
茶臼山公園 大津市 滋賀県
千鳥ヶ丘公園 彦根市 滋賀県
荒神山公園 彦根市 滋賀県
神照運動公園 長浜市 滋賀県
布引運動公園 八日市市 滋賀県
弾正公園 草津市 滋賀県
ロクハ公園 草津市 滋賀県
丹波自然運動公園 京都府 京都府
三段池公園 福知山市 京都府
福知山城公園 福知山市 京都府
綾部総合運動公園 綾部市 京都府
阿蘇シーサイドパーク 岩滝町 京都府
八丁浜シーサイドパーク 網野町 京都府
山田池公園 大阪府 大阪府
深北緑地 大阪府 大阪府
大泉緑地 大阪府 大阪府
蜻蛉池公園 大阪府 大阪府
せんなん里海公園 大阪府 大阪府
巽公園 大阪市 大阪府
毛馬桜之宮公園 大阪市 大阪府
鶴見緑地 大阪市 大阪府
中之島緑地 大阪市 大阪府
姫路公園 姫路市 兵庫県
社中央公園 社町 兵庫県
稲美中央公園 稲美町 兵庫県
播磨中央公園 兵庫県 兵庫県
有馬富士公園 兵庫県 兵庫県
赤穂城跡公園 赤穂市 兵庫県
橿原運動公園 橿原市 奈良県
芝運動公園 桜井市 奈良県
桜井公園 桜井市 奈良県
鳥見山緑地 桜井市 奈良県
三郷中央公園 三郷町 奈良県
布勢総合運動公園 鳥取県 鳥取県
弓ヶ浜公園 米 子 市 鳥取県
東山公園 米 子 市 鳥取県
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福山城公園 福山市 広島県
海田総合公園 海田町 広島県
向島町運動公園 向島町 広島県
維新百年記念公園 山口県 山口県
江汐公園 山口県 山口県
常盤公園 宇部市 山口県
木戸公園 山口市 山口県
陶芸の村公園 萩市 山口県
周南緑地 徳山市 山口県
冠山総合公園 光市 山口県
長門市総合公園 長門市 山口県
日峯大神子広域公園 徳島県 徳島県
ドイツ村公園 鳴門市 徳島県
春野総合運動公園 高知県 高知県
土佐西南大規模公園 高知県 高知県
沖田公園 高知市 高知県
秦泉寺公園 高知市 高知県
旭緑地 高知市 高知県
弥右衛門公園 高知市 高知県
室戸中央公園 室戸市 高知県
中央公園 福岡県 福岡県
筑豊緑地 福岡県 福岡県
津福公園 久留米市 福岡県
リバーサイドパーク 久留米市 福岡県
行橋総合公園 行橋市 福岡県
箱崎公園 福岡市 福岡県
蟻尾山公園 鹿島市 佐賀県
嬉野町総合運動公園 嬉野町 佐賀県
西海橋公園 長崎県 長崎県
百花台公園 長崎県 長崎県
金比羅公園 長崎市 長崎県
実相寺中央公園 別府市 大分県
鉄輪地獄地帯公園 別府市 大分県
佐伯市総合運動公園 佐伯市 大分県
臼杵市総合公園 臼杵市 大分県
糸ヶ浜海浜公園 日出町 大分県
県立平和台公園 宮崎県 宮崎県
川内市総合運動公園 川内市 鹿児島県
姶良総合運動公園 姶良町 鹿児島県
奥武山公園 沖縄県 沖縄県
バンナ公園 沖縄県 沖縄県
野嵩第一公園 宜野湾市 沖縄県
浦添カルチャーパーク 浦添市 沖縄県
コザ運動公園 沖縄市 沖縄県
喜瀬公園 名護市 沖縄県
西原運動公園 西原町 沖縄県
東風平運動公園 東風平町 沖縄県
残波岬公園 読谷村 沖縄県
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別表４　完了後の事後評価を実施する公共事業

[公共事業関係費]

【河川事業】
（直轄）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）
北上川下流浄化事業 国 宮城県
鳴瀬川河道整備事業 国 宮城県
雄物川下流浄化事業 国 秋田県
阿武隈川上流河道整備事業 国 福島県
富士川直轄河川改修事業（高潮対策） 国 静岡県
木津川上流河道整備事業 国 奈良県
吉井川特定構造物改築事業（大田原堰） 国 岡山県
大淀川床上浸水対策特別緊急事業(瓜田川水門) 国 宮崎県
緑川特定構造物改築事業(六間堰) 国 熊本県
嘉瀬川救急内水対策事業（池上排水機場） 国 佐賀県
六角川床上浸水対策特別緊急事業（川添川排水機場） 国 佐賀県
松浦川床上浸水対策特別緊急事業（大川野排水機場） 国 佐賀県

【ダム事業】
（直轄）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）
札内川ダム建設事業 国 北海道
御所ダム湖活用環境整備事業 国 岩手県
中筋川総合開発事業（中筋川ダム） 国 高知県

（公団等事業）
事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

浦山ダム建設事業 水資源開発公団 埼玉県
比奈知ダム建設事業 水資源開発公団 三重県

【砂防事業】
（直轄）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）
登川流路工 国 新潟県

【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４４号　別保拡幅 国 北海道
一般国道２７５号 対雁拡幅 国 北海道
一般国道４５号 宮古拡幅 国 岩手県
一般国道４６号 生保内改良 国 秋田県
一般国道２９８号東京外かく環状道路（埼玉区間） 国 埼玉県
一般国道１６号　川越拡幅 国 埼玉県
一般国道１４０号　雁坂道路 国 埼玉県・山梨県
一般国道１７号 小千谷バイパス 国 新潟県
一般国道１９号 上松バイパス 国 長野県
一般国道２７号　和知バイパス 国 京都府
一般国道１９４号 寒風山道路 国 高知県・愛媛県
一般国道５７号 島原深江道路 国 長崎県

（公団等事業）
事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

大阪府道高速　兵庫県道高速大阪池田線（延伸部） 阪神高速道路公団 大阪府・兵庫県
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神戸市道高速道路湾岸線（７期） 阪神高速道路公団 兵庫県
高速道路改築事業（南港中出入路増設） 阪神高速道路公団 大阪府
常磐自動車道　いわき中央～いわき四倉 日本道路公団 福島県

【港湾整備事業】
（直轄）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）
奥尻港　本港地区　国内物流ターミナル整備事業 国 北海道
三隅港　エネルギー港湾整備事業 国 島根県
厳原港　厳原･久田地区　防波堤整備事業 国 長崎県

【空港整備事業】
（直轄）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）
函館空港滑走路延長事業 国 北海道

【航路標識整備事業】
事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

天塩港西防波堤灯台 国 北海道
有珠湾口灯標 国 北海道
浦の浜港田尻防波堤灯台 国 宮城県
飛島南灯台 国 山形県
小浦港西防波堤灯台 国 千葉県
萩生港第一防波堤灯台 国 千葉県
伊豆白浜港梶浦第五防波堤灯台 国 静岡県
松部港南防波堤灯台 国 千葉県
三崎港東口北防波堤灯台 国 神奈川県
妻良港南防波堤灯台 国 静岡県
木更津港富津航路（８基） 国 千葉県
甲賀港第一防波堤灯台 国 三重県
白塚港南防波堤灯台 国 三重県
衣浦港一色南防波堤灯台 国 愛知県
三河福江港古田防波堤灯台 国 愛知県
東千里河芸マリーナ導流堤灯台 国 三重県
加領郷港沖防波堤灯台 国 高知県
播磨垂水港南防波堤西灯台 国 兵庫県
椿泊港谷ノ浦東防波堤灯台 国 徳島県
宇佐港港口第二防波堤東灯台 国 高知県
和泉尾崎港沖防波堤灯台 国 大阪府
下ノ加江港外港第四防波堤灯台 国 高知県
久久井港Ａ防波堤西灯台 国 岡山県
安浦港三津口中防波堤灯台 国 広島県
庵治港一文字防波堤北灯台 国 香川県
女木港鬼ケ島防波堤灯台 国 香川県
室津港新西町防波堤灯台 国 山口県
伊予北浦港北浦防波堤北灯台 国 愛媛県
大串埼沖灯標 国 香川県
阿連港Ａ防波堤灯台 国 長崎県
対馬一重港島防波堤灯台 国 長崎県
相浦港一号防波堤灯台 国 長崎県
佐伯港本港北防波堤灯台 国 大分県
口之津港東防波堤灯台 国 長崎県
勝本港うの瀬新防波堤灯台 国 長崎県
御来屋港沖防波堤灯台 国 鳥取県
小橋港沖第二防波堤灯台 国 京都府
竹野港東防波堤灯台 国 兵庫県
石田港東防波堤灯台 国 富山県
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入桑港北防波堤灯台 国 新潟県
塩屋港北防波堤西灯台 国 石川県
西之表港沖防波堤北灯台 国 鹿児島県
鹿児島港本港区（３基） 国 鹿児島県
湾港北防波堤灯台 国 鹿児島県
金武中城港中城新港東防波堤西灯台 国 沖縄県
平良港南防波堤北灯台 国 沖縄県
黒島水路（２基） 国 沖縄県
ディファレンシャルＧＰＳ局（１４局） 国 全国
苫小牧船舶通航信号所 国 北海道
浦賀水道航路北口無線方位信号所 国 神奈川県

[その他施設費]

【官庁営繕事業】
事業名 事業主体 都道府県

青森第２地方合同庁舎 国 青森県
仙台中税務署 国 宮城県
公務員研修所 国 埼玉県
江戸川南税務署 国 東京都
科学警察研究所 国 千葉県
熱海税務署 国 静岡県
大東税務署 国 島根県
広島地方・家庭裁判所呉支部 国 広島県
小倉税務署 国 福岡県
大分県警察学校・機動隊 国 大分県
九州農業試験場　畑地利用部 国 宮崎県

【気象官署施設費】
事業名 事業主体 都道府県

地殻変動観測装置工事事業 国 静岡県
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別表５－１ 中間評価を実施する研究開発課題 

課題名 評価実施主体 

地球温暖化によるわが国の気候変化予測に関する研究 気象庁気象研究所 

 
 
別表５－２ 事後評価を実施する研究開発課題 

課題名 評価実施主体 

宇宙・情報技術等による国土管理高度化技術の開発 大臣官房技術調査課 

ペンシルビルの連結による街並み再生手法の研究 大臣官房技術調査課 
バルコニー一体型ソーラー利用集合住宅換気空調システ

ムの開発 
大臣官房技術調査課 

室内科学物質空気汚染の事前評価と健康影響防止技術の

開発 
大臣官房技術調査課 

地上測量ゼロを可能にする航空測量機器およびソフトの

研究 
大臣官房技術調査課 

環境中における雨天時下水道由来のリスク因子の変容と

動態 
大臣官房技術調査課 

社会基盤施設の高精度情報化診断・寿命予測技術に関す

る研究開発 
大臣官房技術調査課 

深海モニター用小型ロボットシステムの技術開発 総合政策局技術安全課 

大気汚染・騒音・振動の発生源・沿道環境対策技術 道路局・国土技術政策総

合研究所 

自然環境の保全・修復技術 道路局・国土技術政策総

合研究所 

情報提供と運転補助により事故防止を図る走行支援道路

システム（ＡＨＳ）の開発 
道路局・国土技術政策総

合研究所 

地域性を考慮した地震動の評価及び次世代耐震設計技術 道路局・国土技術政策総

合研究所 

岩盤・斜面崩壊のリスクマネジメント技術 道路局・国土技術政策総

合研究所 

車両の大型化に対応した橋梁・舗装技術およびトンネル

の断面拡大技術 
道路局・国土技術政策総

合研究所 

都市間・都市内輸送の連携を強化した物流システムの開

発 
道路局・国土技術政策総

合研究所 

交通需要マネジメント（ＴＤＭ）施策の具体化技術 道路局・国土技術政策総

合研究所 
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未利用エネルギーの活用等による環境に優しい雪寒対策

技術 
道路局・国土技術政策総

合研究所 

舗装・橋梁の長寿命化とライフサイクルコスト（ＬＣＣ）

を最小化するためのマネジメント技術 
道路局・国土技術政策総

合研究所 

地域特性を活かした効率的な道路計画・設計技術 道路局・国土技術政策総

合研究所 

地域の連携と交流を促進する新交通軸形成技術 道路局・国土技術政策総

合研究所 

道路政策を評価するシステムの開発 道路局・国土技術政策総

合研究所 

メガフロート情報基地機能実証実験 海事局 
海底地殻活動の長期観測技術に関する研究 海上保安庁海洋情報部 

ＧＰＳ連続観測による上下地殻変動検出法開発に関する

研究 
国土地理院 

宮城県沖想定震源域におけるプレート間カップリングの

時間変化推定に関する研究 
国土地理院 

 
 


