
（金額単位：百万円）

都府県名

事　業　名 国　費 事業費

群馬県

住宅市街地総合整備促進事業 伊勢崎駅周辺第一地区 伊勢崎市
群馬県伊勢崎市大手町・曲輪
町

24 48 ３次 密集市街地の緊急整備

1件 24 48

千葉県

市街地再開発事業 市川駅南口地区 市川市 千葉県市川市市川南一丁目 237 711

３次 密集市街地の緊急整備
民間都市開発投資促進のための緊急措置（市川駅
南口再開発）

都市再生推進事業
蘇我特定地区川崎町南北
線

都市再生機構 千葉県千葉市中央区川崎町 124 248

法 都市再生緊急整備地域（千葉蘇我臨海地域）
民間都市開発投資促進のための緊急措置（蘇我臨
海地区）

交通円滑化事業
一般国道410号久留里馬
来田バイパス

千葉県 千葉県君津市久留里地先 275 500 ２次 大都市圏における環状道路体系の整備

地域連携推進事業
一般国道409号茂原一宮
道路（千田地区）

千葉県
千葉県長生郡長南町千田～
坂本

165 300 ２次 大都市圏における環状道路体系の整備

4件 801 1,759

東京都

交通円滑化事業 環状第２号線（汐留） 東京都
東京都港区東新橋一丁目～
二丁目

150 300 法
都市再生緊急整備地域（環状二号線新橋周辺・赤
坂・六本木地域）

交通連携推進事業 京浜急行本線・空港線 東京都 東京都大田区南蒲田二丁目 900 1,800 ２次 大都市圏における国際交流・物流機能の強化

交通連携推進事業 小田急小田原線（下北沢） 東京都 東京都世田谷区北沢三丁目 500 1,000 ３次 密集市街地の緊急整備

市街地再開発事業 曳舟駅前地区 都市再生機構
東京都墨田区東向島二丁目
他

227 682
全国都市再生のための緊急措置（曳舟駅周辺地区
広域拠点の形成（墨田区））

市街地再開発事業 東池袋四丁目地区
東池袋四丁目地区
市街地再開発組合

東京都豊島区東池袋四丁目 633 1,899
民間都市開発投資促進のための緊急措置（東池袋
四丁目地区）

市街地再開発事業 勝どき六丁目地区
勝六再開発
株式会社

東京都中央区勝どき六丁目 221 664

法 都市再生緊急整備地域（東京臨海地域）
民間都市開発投資促進のための緊急措置（勝どき
六丁目再開発）

市街地再開発事業 豊洲駅前地区
豊洲駅前地区

市街地再開発組合
東京都江東区豊洲五丁目 192 577

法 都市再生緊急整備地域（東京臨海地域）
民間都市開発投資促進のための緊急措置（豊洲駅
地区開発）

市街地再開発事業 大崎駅東口第３地区
大崎駅東口第３地区
市街地再開発組合 東京都品川区大崎１丁目 285 855

法 都市再生緊急整備地域（大崎駅周辺地域）
民間都市開発投資促進のための緊急措置（大崎駅
東口第３地区）

市街地再開発事業 西国分寺駅東地区 都市再生機構 東京都国分寺市泉町二丁目 239 718 ２次 都市部における保育所待機児童の解消

住宅市街地総合整備促進事業 東綾瀬地区 都市再生機構 東京都足立区東綾瀬２丁目 80 376 ３次 都市における既存ストックの活用

海岸保全施設整備事業
東京港海岸江東地区朝凪
橋～豊洲橋、東雲一丁目

東京都
東京都江東区豊洲三丁目、東
雲一丁目地先

280 700 法 都市再生緊急整備地域（東京臨海地域）

空港整備事業 東京国際空港 国土交通省 東京都大田区羽田空港 969 969 ２次 大都市圏における国際交流・物流機能の強化

12件 4,676 10,540

神奈川県

市街地再開発事業 高島二丁目地区
高島二丁目地区

市街地再開発組合
神奈川県横浜市西区高島二
丁目

50 150

２次
法

都市部における保育所待機児童の解消
都市再生緊急整備地域（横浜駅周辺地域）
民間都市開発投資促進のための緊急措置（高島二
丁目地区再開発）

1件 50 150

岐阜県

市街地再開発事業 岐阜駅西地区
岐阜駅西地区

市街地再開発組合
岐阜県岐阜市橋本町２丁目 293 878 法

都市再生緊急整備地域（岐阜駅北・柳ヶ瀬通周辺
地域）

1件 293 878

愛知県

都市河川改修事業
庄内川水系堀川（納屋橋
地区）

名古屋市
愛知県名古屋市中区錦一丁
目

20 60 法
都市再生緊急整備地域（名古屋駅周辺・伏見・栄地
域）

交通円滑化事業
一般国道302号名古屋環
状２号線（東部・東南部）

国土交通省
愛知県名古屋市緑区大高町
茨谷山～山之田

867 1,300 ２次 大都市圏における環状道路体系の整備

2件 887 1,360

プロジェクト名等事業主体

千葉県計

群馬県計

東京都計

愛知県計

実施計画額
施行地

岐阜県計

平成１７年度　都市再生プロジェクト事業推進費（事業分）　実施計画一覧表

神奈川県計



（金額単位：百万円）

都府県名

事　業　名 国　費 事業費

滋賀県

直轄河川改修事業 琵琶湖（大津放水路） 国土交通省
滋賀県大津市石山寺１丁目地
先

107 150 ６次 琵琶湖・淀川流域圏の再生

直轄河川改修事業 淀川水系瀬田川 国土交通省 滋賀県大津市関津１丁目地先 40 60 ６次 琵琶湖・淀川流域圏の再生

2件 147 210

大阪府

直轄総合水系環境整備事業 淀川水系淀川 国土交通省 大阪府枚方市新町地先 60 120 ６次 琵琶湖・淀川流域圏の再生

交通円滑化事業 一般国道１号大阪北道路 国土交通省
大阪府寝屋川市大字打上～
国守地先

970 1,455 ２次 大都市圏における環状道路体系の整備

沿道環境改善事業
主要地方道京都守口線
（寝屋川工区）

大阪府 大阪府寝屋川市宝町 100 200 ３次 大都市圏における都市環境インフラの再生

3件 1,130 1,775

広島県

直轄河川改修事業 太田川水系旧太田川 国土交通省 広島県広島市中区河原地先 63 93 ４次 地方中枢都市における先進的で個性ある都市づくり

1件 63 93

山口県

市街地再開発事業 下関市細江地区１２街区
下関コアビル

株式会社
山口県下関市竹崎町４丁目 48 145

全国都市再生モデル調査（下関海峡パノラマ構想
再生モデル調査（下関市））

1件 48 145

高知県

地域連携推進事業
一般国道55号南国安芸道
路

国土交通省 高知県香美郡夜須町出口 105 120
全国都市再生モデル調査（ﾔ･ｼｲﾊﾟｰｸを中心とした
国際的観光体験型ﾘｿﾞｰﾄ･ﾘｸﾘｴｰｼｮﾝｿﾞｰﾝ形成検討
（夜須町））

1件 105 120

福岡県

交通円滑化事業 一般国道３号黒崎バイパス 国土交通省
福岡県北九州市八幡西区黒
崎城石～熊手

400 600 法 都市再生緊急整備地域（北九州黒崎駅南地域）

地域連携推進事業
一般国道202号福岡外環
状道路

国土交通省
福岡県福岡市博多区大字立
花寺～西区大字拾六町

233 350 ２次 大都市圏における環状道路体系の整備

2件 633 950

長崎県

市街地再開発事業 今屋敷地区
今屋敷地区

市街地再開発組合
長崎県対馬市厳原町今屋敷 132 395

全国都市再生のための緊急措置（今屋敷地区第一種市街
地再開発事業（厳原町））
全国都市再生モデル調査（離島における中心市街地の再
生、地域特性を活かした美しい街なみ形成（対馬市））

1件 132 395

沖縄県

港湾改修事業 石垣港本港地区 石垣市 沖縄県石垣市美崎町地先 45 50
全国都市再生モデル調査（港を中心としたまちづくり
検討調査（石垣市））

1件 45 50

計 ３３件 9,034 18,473

注）実施計画額は、百万円単位に四捨五入のため、計が合わない場合がある。

（金額単位：百万円）

県   名

事　業　名 国　費 事業費

愛知県

国立大学法人施設整備事業 名古屋大学鶴舞団地 名古屋大学
愛知県名古屋市昭和区鶴舞
町

144 144 法 都市再生緊急整備地域（名古屋千種・鶴舞地域）

1件 144 144

計 1件 144 144

注）実施計画額は、百万円単位に四捨五入のため、計が合わない場合がある。

高知県計

広島県計

プロジェクト名等

平成１７年度　都市再生プロジェクト及景観形成施設整備推進費　実施計画一覧表

事業主体 施行地

愛知県計

沖縄県計

福岡県計

長崎県計

実施計画額

山口県計

平成１７年度　都市再生プロジェクト事業推進費（事業分）　実施計画一覧表

事業主体 施行地
実施計画額

プロジェクト名等

大阪府計

滋賀県計


