
■平成２９年度補正予算に係る新規事業採択時評価について（補助事業等）

【公共事業関係費】

【都市・幹線鉄道整備事業】

（鉄道駅総合改善事業）

兵庫県 山陽電気鉄道株式会社
次世代ステーション創造事業
尾上の松駅

2.6

山口県 西日本旅客鉄道株式会社
次世代ステーション創造事業
柳井駅

5.8

山口県 西日本旅客鉄道株式会社
次世代ステーション創造事業
南岩国駅

8.1

（鉄道施設総合安全対策事業（耐震対策））

千葉県 新京成電鉄株式会社
鉄道施設の耐震補強事業
新京成線（常盤平駅）

1.5

・事業評価対象の補助事業等（補助事業等および独立行政法人等施行事業（独立行政法人等が行う補助事業に限る。））を対象
としたものである。

・事業評価の実施にあたっては、貨幣換算した便益だけではなく、貨幣換算することが困難な定量的・定性的な効果や事業の実
施環境等を含めて総合的に評価を行っている。
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（鉄道施設総合安全対策事業（鉄道安全））

青森県 青森県 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 0.39

青森県 津軽鉄道株式会社 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 0.09

岩手県 ＩＧＲいわて銀河鉄道株式会社 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 1.2

秋田県 秋田内陸鉄道株式会社 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 2.1

秋田県 由利高原鉄道株式会社 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 0.24

福島県
宮城県

阿武隈急行株式会社 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 0.30

福島県 会津鉄道株式会社 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 0.99

福島県 福島交通株式会社 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 0.30

茨城県 関東鉄道株式会社 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 1.3

栃木県
茨城県

真岡鐵道株式会社 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 0.54

栃木県
群馬県

わたらせ渓谷鐵道株式会社 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 0.51

群馬県 上信電鉄株式会社 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 0.90

群馬県 上毛電気鉄道株式会社 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 0.51

埼玉県 秩父鉄道株式会社 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 1.5

千葉県 小湊鉄道株式会社 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 0.45

千葉県 いすみ鉄道株式会社 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 0.15

千葉県 銚子電鉄株式会社 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 0.30

神奈川県 箱根登山鉄道株式会社 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 1.2

神奈川県 江ノ島電鉄株式会社 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 0.66

神奈川県 伊豆箱根鉄道株式会社（大雄山線） 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 0.45

新潟県 えちごトキめき鉄道株式会社 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 1.5
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新潟県 北越急行株式会社 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 0.36

富山県 富山地方鉄道株式会社 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 2.6

石川県 北陸鉄道株式会社 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 2.3

石川県 ＩＲいしかわ鉄道株式会社 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 0.21

石川県 のと鉄道株式会社 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 0.42

福井県 福井鉄道株式会社 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 1.4

福井県 えちぜん鉄道株式会社 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 1.6

山梨県 富士急行株式会社 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 0.96

長野県 上田電鉄株式会社 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 0.72

長野県 長野電鉄株式会社 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 1.2

長野県 アルピコ交通株式会社 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 0.72

長野県 しなの鉄道株式会社 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 1.4

岐阜県 長良川鉄道株式会社 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 2.2

岐阜県 明知鉄道株式会社 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 0.18

静岡県 天竜浜名湖鉄道株式会社 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 1.6

静岡県 大井川鐵道株式会社 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 1.1

静岡県 伊豆急行株式会社 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 2.1

静岡県 伊豆箱根鉄道株式会社（駿豆線） 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 0.69

静岡県 岳南電車株式会社 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 1.2

愛知県 豊橋鉄道株式会社 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 2.2

愛知県 愛知環状鉄道株式会社 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 0.36

三重県 三岐鉄道株式会社 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 2.3



三重県 伊勢鉄道株式会社 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 0.48

滋賀県 近江鉄道株式会社 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 2.2

京都府 叡山電鉄株式会社 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 0.87

京都府 京福電気鉄道株式会社 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 0.39

兵庫県 神戸電鉄株式会社 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 4.2

兵庫県 北条鉄道株式会社 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 0.21

兵庫県
岡山県
鳥取県

智頭急行株式会社 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 0.78

和歌山県 和歌山電鐵株式会社 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 1.7

島根県 一畑電車株式会社 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 1.8

広島県 広島電鉄株式会社 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 3.1

山口県 錦川鉄道株式会社 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 0.24

高知県 土佐くろしお鉄道株式会社 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 2.1

高知県 とさでん交通株式会社 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 0.69

福岡県 平成筑豊鉄道株式会社 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 0.42

福岡県 筑豊電気鉄道株式会社 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 0.66

福岡県
佐賀県

甘木鉄道株式会社 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 0.81

佐賀県
長崎県

松浦鉄道株式会社 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 1.2

長崎県 島原鉄道株式会社 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 2.1

熊本県 くま川鉄道株式会社 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 0.21

熊本県
鹿児島県

肥薩おれんじ鉄道株式会社 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 2.4


