
【資料１】
平成17年3月31日現在

地方支分部局等名 事業区分 試行事業名 実施個所 事業の段階
H16試行
進捗状況

備考

北海道開発局 ダム事業 忠別ダム関連事業
（ダム周辺環境整備事業）

北海道上川郡東川町 施工段階 ①

北海道開発局 砂防事業等 石狩川水系直轄砂防事業
（リクマンベツ川渓流保全工）

北海道上川郡上川町 構想段階 ①

北海道開発局 道路事業 旭川紋別自動車道
丸瀬布遠軽道路

北海道紋別郡丸瀬布町
～北海道紋別郡遠軽町

構想段階 ①

北海道開発局 港湾整備事業 苫小牧港西港区北ふ頭岸壁
（-7.5ｍ）等整備事業

北海道苫小牧市 施工段階 ①

北海道開発局 官庁営繕事業 室蘭法務総合庁舎
整備事業

北海道室蘭市 構想段階 ①

東北地方整備局 河川事業 名取川改修事業（藤塚地区） 宮城県仙台市 計画段階 ①

東北地方整備局 ダム事業 津軽ダム関連事業
（付替道路）

青森県中津軽郡西目屋村 設計段階 ①

東北地方整備局 道路事業 五所川原西バイパス 青森県五所川原市
～つがる市

計画段階 ①

東北地方整備局 港湾整備事業 八戸港外港地区第二中央防波堤事業
（蕪島前面部）

青森県八戸市 設計段階 ② 参考資料１参照

関東地方整備局 河川事業 利根川下流改修事業
（本宿耕地地区、佐原地区）

千葉県佐原市 構想段階及び
施工段階

①

関東地方整備局 砂防事業等 鬼怒川水系直轄砂防事業
（大谷川床固群）

栃木県日光市 施工段階 ③ 参考資料２参照

関東地方整備局 道路事業 国道３５７号
湾岸千葉地区改良

千葉県千葉市 施工段階 ①

関東地方整備局 港湾整備事業 東京港臨海道路Ⅱ期事業 東京都江東区 施工段階 ①

関東地方整備局 都市公園事業 国営常陸海浜公園
みはらしの里整備

茨城県ひたちなか市 計画段階 ①

関東地方整備局 官庁営繕事業 横浜地方気象台整備事業 神奈川県横浜市 計画段階 ①

北陸地方整備局 河川事業 信濃川改修事業
（大河津分水可動堰改築）

新潟県西蒲原郡分水町 設計段階 ①

北陸地方整備局 海岸事業 石川海岸直轄海岸保全施設整備事業 石川県小松市 施工段階 ①

北陸地方整備局 海岸事業 新潟港海岸侵食対策事業 新潟県新潟市 施工段階 ①

北陸地方整備局 道路事業 香林坊拡幅 石川県金沢市 施工段階
一部事業完了

①

北陸地方整備局 港湾整備事業 伏木富山港臨港道路
（富山新港東西線）

富山県新湊市 施工段階 ①

北陸地方整備局 都市公園事業 国営越後丘陵公園事業 新潟県長岡市 施工段階 ①

中部地方整備局 河川事業 狩野川改修事業
（下河原地区）

静岡県沼津市 構想段階 ①

中部地方整備局 海岸事業 津松阪港海岸津地区（贄崎）海岸保全
施設

三重県津市 施工段階 ①

中部地方整備局 道路事業 三遠南信自動車道
飯喬道路

長野県飯田市
（天竜峡大橋付近）

設計段階 ①

近畿地方整備局 ダム事業 九頭竜川鳴鹿大堰事業 左岸：福井県吉田郡永平寺町
右岸：福井県坂井郡丸岡町

事業完了後 ④ 参考資料3-1、3-2参照

近畿地方整備局 砂防事業等 六甲山系直轄砂防事業
（都市山麓グリーンベルト整備事業）

兵庫県神戸市、芦屋市、
西宮市

施工段階 ①

近畿地方整備局 道路事業 大阪湾岸道路（西伸部） 兵庫県神戸市東灘区
～兵庫県神戸市長田区

構想段階～
計画段階

①

近畿地方整備局 港湾整備事業 大阪港北港南～南港地区道路
（トンネル）換気所

大阪府大阪市 施工段階 ①

中国地方整備局 河川事業 斐伊川改修事業
（斐伊川放水路関連事業）

島根県簸川郡大社町
～島根県出雲市

施工段階 ①

中国地方整備局 海岸事業 皆生海岸直轄海岸保全施設整備事業 鳥取県米子市 施工段階 ①

中国地方整備局 道路事業 松江道路 島根県松江市
～島根県八束郡宍道町

施工段階 ①

中国地方整備局 港湾整備事業 呉港阿賀地区道路（１号線）
整備事業

広島県呉市 施工段階 ①

四国地方整備局 河川事業 吉野川改修事業
（滝谷川樋門新設）

徳島県三好郡三野町 設計段階 ①

四国地方整備局 河川事業 四万十川河川環境整備事業
（四万十川自然再生）

高知県中村市 施工段階 ①

四国地方整備局 海岸事業 松山港海岸（和気地区）整備事業 愛媛県松山市 施工段階 ①

四国地方整備局 道路事業 松山外環状道路事業 愛媛県松山市 構想段階及び
設計段階

①

九州地方整備局 河川事業 肝属川改修事業
（下谷川地区）

鹿児島県鹿屋市 構想段階 ①

九州地方整備局 ダム事業 立野ダム建設事業 熊本県菊池郡大津町、阿
蘇郡南阿蘇村

施工段階 ①

九州地方整備局 海岸事業 別府港海岸保全施設整備事業
（餅ヶ浜地区）

大分県別府市 施工段階 ② 参考資料４参照

九州地方整備局 道路事業 住吉道路事業
（一般国道10号）

宮崎県宮崎郡佐土原町～
宮崎県宮崎市

構想段階 ①

九州地方整備局 官庁営繕事業 熊本合同庁舎整備事業 熊本県熊本市 計画段階 ①

沖縄総合事務局 ダム事業 沖縄東部河川総合開発事業
（億首ダム建設事業）

沖縄県国頭郡金武町 設計段階 ①

沖縄総合事務局 道路事業 名護東道路 沖縄県名護市 構想段階 ①

沖縄総合事務局 港湾整備事業 平良港防波堤(下崎西)南側堤頭部 沖縄県平良市 設計段階 ①

①：景観整備方針策定に向けた調査・検討中
②：景観整備方針策定
③：景観の予測・評価
④：事業完了

注）Ｈ１６進捗状況欄の①～④は、試行の進捗状況を示す。

【景観アセス試行の進捗状況】


