
   

   

〔平成１９年３月２３日省議決定〕 
 
 

平成１９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１９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１９年４月１日から平成２０年３月３１日までとする。 

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―１及び２－２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。この場合において、社会資本整備重点計画法（平成１５年法律第２０

号。以下「重点計画法」という。）第２条第１項に規定する社会資本整備重点計画

にその概要が定められた社会資本整備事業に係る政策の評価については、基本計画

別紙２－１に掲げる政策目標のうち、基本計画の別紙３を踏まえ、重点計画法第４

条第３項第１号に規定する重点目標に対応する政策目標（複数の政策目標に対応す

るものにあっては、当該社会資本整備事業に係る政策に密接に関連する業績指標の

属する１の政策目標）に照らして行わなければならない。なお、平成１８年度に目

標年次が到来した業績指標については、当該業績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４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

１９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公共事業に係る評価 

行政評価法第７条第２項第２号の要件に該当する公共事業として、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） 
・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～オに該当する公共事業に係る再評価 

基本計画Ⅵ３（１）ア～オに該当する公共事業として、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の個々の研究開発課題について、中間評価を実施する。 

（２）終了後の事後評価 

別表５－２の個々の研究開発課題について、終了後の事後評価を実施する。 
 
 



   

   

別表１ 政策レビュー実施テーマ 
テーマ 局等  

安全性と効率性が両立した船舶交通環境の創
出について 

 －ふくそう海域における大規模海難の防止

及び航行時間短縮への取組み－ 

海上保安庁、港湾局 ＊ 

環境政策・省エネルギー政策の総合点検 

 －環境行動計画を踏まえて－ 
全部局等 

（総合政策局取りまとめ） 

＊ 

河川環境の整備・保全の取組み 

 －河川法改正後の取組みの検証と今後の在
り方－ 

河川局 ＊ 

不動産取引価格情報の開示 

－土地市場の条件整備－ 

土地・水資源局 ＊ 

船舶の運航労務に係る事後チェック体制の 

強化策について 

海事局 ＊ 

まちづくりに関する総合的な支援措置の検証
都市・地域整備局、道路局、 

住宅局 

 

次世代航空保安システムの構築 

－航空交通の増大に向けて－ 
航空局 

 

総合評価方式の総点検 
大臣官房、官庁営繕部、関係局（北
海道局含む） 

 

小笠原諸島振興開発のあり方 都市・地域整備局特別地域振興官  
＊を付したテーマについては、平成１９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

【公共事業関係費】

【砂防事業】

（補助事業）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

駒寄川火山砂防事業 群馬県 群馬県

戸倉沢火山砂防事業 群馬県 群馬県

高俣川通常砂防事業 山口県 山口県

古恵川火山砂防事業 熊本県 熊本県

【道路・街路事業】

（直轄事業等）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

一般国道４１７号　冠山峠道路 国 福井県、岐阜県

一般国道３２号　猪ノ鼻道路 国 徳島県、香川県

一般国道２０３号　多久佐賀道路 国 佐賀県

【土地区画整理事業】

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

城下山田（中井・段地区）土地区画整理事
業

中井・段土地区画整理組合 兵庫県

【市街地再開発事業】

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

掛川駅前東街区市街地再開発事業 掛川市 静岡県

【港湾整備事業】

（補助事業等）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

高知港　横浜地区
海域環境・自然再生等事業

高知県 高知県



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

【公共事業関係費】

【河川事業】

（直轄事業）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

荒川水系直轄総合水系環境整備事業 国 東京都、埼玉県

揖保川水系直轄総合水系環境整備事業 国 兵庫県

【河川事業】

（補助事業）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

夏川広域一般河川改修事業 岩手県 岩手県

猿橋川住宅市街地基盤整備事業 新潟県 新潟県

動橋川広域基幹河川改修事業 石川県 石川県

大手川広域基幹河川改修事業（激特含む） 京都府 京都府

大津川広域基幹河川改修事業（槇尾川） 大阪府 大阪府

【砂防事業等】

（砂防事業（直轄））

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

阿武隈川水系直轄砂防事業 国 福島県

揖斐川水系直轄砂防事業 国 岐阜県

雲仙直轄砂防事業　湯江川水系 国 長崎県

【砂防事業等】

（砂防事業（補助））

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

森の沢川通常砂防事業 北海道 北海道

八幡川火山砂防事業 北海道 北海道

蔵王川火山砂防事業 山形県 山形県

志駒川通常砂防事業 千葉県 千葉県

手打沢通常砂防事業 山梨県 山梨県

折居川通常砂防事業 新潟県 新潟県

山川通常砂防事業 新潟県 新潟県

別又谷川通常砂防事業 富山県 富山県

大長谷川①通常砂防事業 富山県 富山県

大長谷川②通常砂防事業 富山県 富山県

中がらす谷通常砂防事業 富山県 富山県

柿ヶ成川通常砂防事業 京都府 京都府

谷川通常砂防事業 大阪府 大阪府

側川通常砂防事業 大阪府 大阪府

丸山川火山砂防事業 島根県 島根県

五十鈴川通常砂防事業 山口県 山口県

穴吹川通常砂防事業 徳島県 徳島県

見堂谷通常砂防事業 徳島県 徳島県



【地すべり事業】

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

遠入地区地すべり対策事業 群馬県 群馬県

横手地区地すべり対策事業 山梨県 山梨県

宮沢地区地すべり対策事業 新潟県 新潟県

大山地区地すべり対策事業 新潟県 新潟県

上正善寺地区地すべり対策事業 新潟県 新潟県

岩尾滝地区地すべり対策事業 富山県 富山県

鞍掛地区地すべり対策事業 島根県 島根県

掛淵地区地すべり対策事業 山口県 山口県

椿山地区地すべり対策事業 高知県 高知県

【急傾斜地崩壊対策事業】

（補助事業）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

南茅部大船１地区急傾斜地対策事業 北海道 北海道

浅所地区急傾斜地崩壊対策事業 青森県 青森県

白岩地区急傾斜地崩壊対策事業 山形県 山形県

原（１）地区急傾斜地崩壊対策事業 大阪府 大阪府

雲津中央地区　急傾斜地崩壊対策事業 島根県 島根県

【海岸事業】

（直轄事業）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

高松港海岸　直轄海岸保全施設整備事業 国 香川県

【海岸事業】

（補助事業等）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

木更津港海岸　高潮対策事業 千葉県 千葉県

湯浅広港海岸　高潮対策事業 和歌山県 和歌山県

山田港海岸　高潮対策事業 岡山県 岡山県

江迎港海岸　高潮対策事業 長崎県 長崎県

垂水海岸海岸環境整備事業 鹿児島県 鹿児島県

【道路・街路事業】

（直轄事業等）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

一般国道４０号　名寄バイパス 国 北海道

一般国道２７８号　鹿部道路 国 北海道

一般国道４５号　高田道路 国 岩手県

一般国道１３号　神宮寺バイパス 国 秋田県

一般国道２４６号　厚木秦野道路 国 神奈川県

一般国道２０号　坂室バイパス 国 長野県

一般国道４７０号　七尾氷見道路 国 富山県

一般国道１７５号　西脇北バイパス 国 兵庫県

一般国道２４号　紀北東道路 国 和歌山県

一般国道９号　駟馳山バイパス 国 鳥取県

一般国道２０８号　有明海沿岸道路（大牟
田高田道路・高田大和バイパス・大川バイ
パス）

国 福岡県

一般国道１０号　古国府拡幅 国 大分県

一般国道３３１号　豊見城道路 国 沖縄県



一般国道３３１号　糸満道路 国 沖縄県

【道路・街路事業】

（補助事業等）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

一般国道３４９号　梁川大橋 福島県 福島県

一般国道４６１号　船生バイパス 栃木県 栃木県

一般国道１２２号　昭和橋 群馬県 群馬県

一般国道１２２号　昭和橋 埼玉県 埼玉県

一般国道１４０号　三富道路 山梨県 山梨県

一般国道１５２号　和田バイパス 長野県 長野県

一般国道１号　不動坂工区 横浜市 神奈川県

一般国道３５２号　松波拡幅 新潟県 新潟県

一般国道４０４号　長岡東西道路 新潟県 新潟県

一般国道４１５号　中央町拡幅 富山県 富山県

一般国道２５６号　タラガバイパス 岐阜県 岐阜県

一般国道２４８号　豊田南拡幅 愛知県 愛知県

一般国道１６９号　高取バイパス 奈良県 奈良県

一般国道１８１号　岸本バイパス 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３１３号　井原拡幅 岡山県 岡山県

一般国道４８７号　小用バイパス 広島県 広島県

一般国道３７６号　須々万バイパス 山口県 山口県

一般国道３７８号　俵津バイパス 愛媛県 愛媛県

一般国道４３９号　杓子バイパス第二工区 高知県 高知県

一般国道２００号　片島交差点 福岡県 福岡県

一般国道４９５号　竹並バイパス 北九州市 福岡県

一般国道２０７号　原田跨線橋 佐賀県 佐賀県

一般国道３２５号　台拡幅 熊本県 熊本県

本通冨岡通 北海道 北海道

根上小松線 石川県 石川県

愛宕町下条線 山梨県 山梨県

塩の山西広門田線 山梨県 山梨県

中央通り線 山梨県 山梨県

瀬戸川プロムナード線 愛知県 愛知県

名古屋半田線 愛知県 愛知県

都市高速鉄道名鉄常滑線等 愛知県 愛知県

高石北線 大阪府 大阪府

今津高西線 福山市 広島県

東合川野伏間線 福岡県 福岡県

砂津長浜線 北九州市 福岡県

ＪＲ佐世保線武雄温泉駅付近連続立体交差
事業

佐賀県 佐賀県

厳原豆酘美津島線　街路事業 長崎県 長崎県

ＪＲ日豊本線 宮崎県 宮崎県

真地久茂地線外１線 沖縄県 沖縄県

県道１５３号線外１線 沖縄県 沖縄県

新都心牧志線外１線 沖縄県 沖縄県

真栄里新川線 沖縄県 沖縄県

石嶺福祉センター線 那覇市 沖縄県

外廓線 名護市 沖縄県

主要地方道　釧路環状線 北海道 北海道



地域連携推進事業費補助
新山梨環状道路　南部区間　田富玉穂工区

山梨県 山梨県

道路事業　主要地方道加古川小野線（地域
高規格）

兵庫県 兵庫県

市道佐保田線 対馬市 長崎県

市道尾浦線 対馬市 長崎県

道路改築事業（県道　西之表南種子線） 鹿児島県 鹿児島県

道路改築事業（市道　赤木名笠利線） 鹿児島県 鹿児島県

【土地区画整理事業】

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

宇都宮大学東南部第１土地区画整理事業 宇都宮市 栃木県

沼田市中心市街地土地区画整理事業 沼田市 群馬県

中央土地区画整理事業 深谷市 埼玉県

中央第一土地区画整理事業 蕨市 埼玉県

運動公園周辺地区一体型特定土地区画整理事業 千葉県 千葉県

西平井・鰭ヶ崎地区一体型特定土地区画整理事業 流山市 千葉県

木更津都市計画事業金田西特定土地区画整理事業 千葉県 千葉県

木地区一体型特定土地区画整理事業 千葉県 千葉県

流山新市街地土地区画整理事業 都市再生機構 千葉県

鷺山・下土居土地区画整理事業 岐阜市鷺山・下土居土地区画整理組合 岐阜県

彦根駅東土地区画整理事業 彦根市 滋賀県

海南駅東土地区画整理事業 海南市 和歌山県

新居浜駅前土地区画整理事業 新居浜市 愛媛県

兵庫北土地区画整理事業 兵庫北土地区画整理組合 佐賀県

東部第二土地区画整理事業 宮崎市 宮崎県

日向市駅周辺土地区画整理事業 日向市 宮崎県

【市街地再開発事業】

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

環状第二号線新橋・虎ノ門市街地再開発事業 東京都 東京都

鳴海駅前市街地再開発事業 名古屋市 愛知県

茶屋町東地区市街地再開発事業 大阪市 大阪府

【港湾整備事業】

（直轄事業）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

浜田港　福井地区
防波堤(新北)整備事業

国 島根県

細島港　外港地区
防波堤整備事業

国 宮崎県

【港湾整備事業】

（補助事業等）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

横須賀港　浦賀地区
港湾環境整備事業

横須賀市 神奈川県

輪島港　河井地区
港湾環境整備事業

石川県 石川県

湯浅広港　湯浅・広地区
国内物流ターミナル整備事業

和歌山県 和歌山県

文里港　文里地区
国内物流ターミナル整備事業

和歌山県 和歌山県



大阪港　北港南
海域環境創造・自然再生等事業

大阪市 大阪府

堺泉北港　泉北６区
緑地整備事業

大阪府 大阪府

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

宿毛湾港　池島地区
港湾緑地整備事業

高知県 高知県

肥前大島港　寺島地区
国内物流ターミナル整備事業

長崎県 長崎県

安房港　安房地区
離島ターミナル整備事業

鹿児島県 鹿児島県

博多港　アイランドシティ地区
臨港道路整備事業

福岡市 福岡県

鹿児島港　中央港区
廃棄物海面処分場整備事業

鹿児島県 鹿児島県

別府港　石垣地区
港湾緑地整備事業

大分県 大分県

【公営住宅整備事業等】

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

白山台ヒルズ公営住宅整備事業 八戸市 青森県

白山台ヒルズ特定公共賃貸住宅整備事業 八戸市 青森県

緑町団地公営住宅整備事業 むつ市 青森県

山寺北団地公営住宅整備事業 須賀川市 福島県

滑川団地公営住宅整備事業 日立市 茨城県

南汐止団地公営住宅建替事業 名古屋市 愛知県

越坂団地公営住宅整備事業 永平寺町 福井県

【住宅市街地総合整備事業】

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

東仲島周辺地区住宅市街地総合整備事業 神栖市 茨城県

東四つ木地区住宅市街地総合整備事業 葛飾区 東京都

荒川五・六丁目地区住宅市街地総合整備事業 荒川区 東京都

本町地区住宅市街地総合整備事業 渋谷区 東京都

若葉・須賀地区住宅市街地総合整備事業 新宿区 東京都

玉川三丁目地区住宅市街地総合整備事業 世田谷区 東京都

上馬・野沢地区住宅市街地総合整備事業 世田谷区 東京都

太子堂四丁目地区住宅市街地総合整備事業 世田谷区 東京都

関原一丁目地区住宅市街地総合整備事業 足立区 東京都

大森・北糀谷地区住宅市街地総合整備事業 大田区 東京都

南台一・二丁目地区住宅市街地総合整備事業 中野区 東京都

仲宿地区住宅市街地総合整備事業 板橋区 東京都

大谷口地区住宅市街地総合整備事業 板橋区 東京都

染井霊園周辺地区住宅市街地総合整備事業 豊島区 東京都

東池袋４・５丁目地区住宅市街地総合整備事業 豊島区 東京都

京島地区住宅市街地総合整備事業 墨田区 東京都

目黒本町地区住宅市街地総合整備事業 目黒区 東京都

一番一丁目地区住宅市街地総合整備事業 名古屋市 愛知県

東九条地区住宅市街地総合整備事業 京都市 京都府

真野地区住宅市街地総合整備事業 神戸市 兵庫県

細島東部地区住宅市街地総合整備事業 日向市 宮崎県

浜之市地区住宅市街地総合整備事業 霧島市 鹿児島県



稲佐・朝日地区住宅市街地総合整備事業 長崎市 長崎県

【住宅市街地基盤整備事業】

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

シーアイタウン利府東部

　町道浜田駅前赤沼線

飯山満・飯山満駅前

　二級河川飯山満川

坪井・西八千代北部

　桑納川防災調整池

コモンシティ十王・城の丘

　県道日立いわき線

古河駅東部土地区画整理

　旭町今泉線

国済寺土地区画整理

  駅通り工場団地線

道仏土地区画整理

  県道蓮田杉戸線

飯能笠縫土地区画整理他３

  川寺岩沢線他１路線(岩沢南部)

高坂駅東口第一土地区画整理

  岩殿観音南戸守線

パークタウン稲保他２団地

  一級河川　猿橋川

東濃研究学園都市

  県道肥田下石線

尾張旭印場特定他１土地区画整理

  旭前駅前線他１路線

竹の山南部特定他１土地区画整理

  卯塚緑地線

水と緑の健康都市

  府道豊能池田線

国際文化公園都市

  市道山麓線（４工区）

山鹿・乙丸土地区画整理

  市道乙丸４号線

和泉中央丘陵

  市道光明池春木線

  東部E1-4工区他下水道

  西部W13号線他道路

利府町 宮城県

千葉県 千葉県

千葉県 千葉県

茨城県 茨城県

古河市 茨城県

深谷市 埼玉県

埼玉県 埼玉県

飯能市 埼玉県

埼玉県 埼玉県

新潟県 新潟県

岐阜県 岐阜県

愛知県 愛知県

愛知県 愛知県

大阪府 大阪府

都市再生機構 大阪府

茨木市 大阪府

北九州市 福岡県



別表３　基本計画Ⅵ３（１）ア～オに該当する公共事業

【公共事業関係費】

【河川事業】

（直轄事業）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

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

利根川・江戸川改修事業
（利根川下流、利根川上流、江戸川直轄河
川改修事業）

国
茨城県、栃木県、群馬県
埼玉県、千葉県、東京都

渡良瀬川改修事業 国 栃木県、群馬県

烏川・神流川改修事業 国 群馬県、埼玉県

鬼怒川改修事業 国 茨城県、栃木県

常陸利根川改修事業 国 茨城県、千葉県

中川・綾瀬川改修事業 国 埼玉県、東京都

小貝川改修事業 国 茨城県、栃木県

富士川水系河川整備計画 国 山梨県、静岡県

鶴見川水系河川整備計画 国 神奈川県

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 国 富山県

大井川河川改修事業 国 静岡県

宮川河川改修事業 国 三重県

鈴鹿川河川改修事業 国 三重県

天竜川河川改修事業 国 静岡県・長野県

雲出川河川改修事業 国 三重県

安倍川河川改修事業 国 静岡県

菊川河川改修事業 国 静岡県

矢作川河川改修事業 国 愛知県

庄内川河川改修事業 国 愛知県

木曽川河川改修事業 国 愛知県・三重県・岐阜県

長良川河川改修事業 国 三重県・岐阜県

揖斐川河川改修事業 国 三重県・岐阜県

九頭竜川直轄河川改修事業 国 福井県

日野川河川改修事業 国 鳥取県

江の川下流河川改修事業 国 島根県

千代川水系直轄総合水系環境整備事業 国 鳥取県

天神川水系直轄総合水系環境整備事業 国 鳥取県

斐伊川水系直轄総合水系環境整備事業 国 島根県

芦田川水系直轄総合水系環境整備事業 国 広島県

太田川水系直轄総合水系環境整備事業 国 広島県

吉野川直轄河川改修事業（大麻箇所） 国 徳島県

那賀川水系河川整備計画 国 徳島県

遠賀川直轄河川改修事業 国 福岡県

山国川直轄河川改修事業 国 福岡県、大分県

小丸川直轄河川改修事業 国 宮崎県

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

網走川直轄総合水系環境整備事業
（水環境整備）

国 北海道



千代川水系直轄総合水系環境整備事業 国 鳥取県

天神川水系直轄総合水系環境整備事業 国 鳥取県

斐伊川水系直轄総合水系環境整備事業 国 島根県

芦田川水系直轄総合水系環境整備事業 国 広島県

太田川水系直轄総合水系環境整備事業 国 広島県

【河川事業】

（補助事業）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

徳富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

気門別川広域基幹河川改修事業 北海道 北海道

西野川都市基盤河川改修事業 札幌市 北海道

馬踏川広域基幹河川改修事業 秋田県 秋田県

新井郷川広域基幹河川改修事業 新潟県 新潟県

小阿賀野川広域基幹河川改修事業 新潟県 新潟県

能代川広域基幹河川改修事業 新潟県 新潟県

滝谷川広域基幹河川改修事業 新潟県 新潟県

猿橋川広域基幹河川改修事業 新潟県 新潟県

渋海川広域基幹河川改修事業 新潟県 新潟県

太田川広域基幹河川改修事業 新潟県 新潟県

伊田川広域基幹河川改修事業 新潟県 新潟県

城之入川広域基幹河川改修事業 新潟県 新潟県

保倉川（飯田川）広域基幹河川改修事業 新潟県 新潟県

保倉川（桑曽根川）広域基幹河川改修事業 新潟県 新潟県

戸野目川広域基幹河川改修事業 新潟県 新潟県

潟川広域基幹河川改修事業 新潟県 新潟県

石川広域基幹河川改修事業 新潟県 新潟県

落堀川（見透川）広域基幹河川改修事業 新潟県 新潟県

郷本川広域基幹河川改修事業 新潟県 新潟県

鯖石川広域基幹河川改修事業 新潟県 新潟県

鵜川広域基幹河川改修事業 新潟県 新潟県

柿崎川広域基幹河川改修事業 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

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

思川広域基幹河川改修事業（武子川） 栃木県 栃木県

那珂川広域基幹河川改修事業（相の川） 栃木県 栃木県

石田川広域基幹河川改修事業 群馬県 群馬県

石田川（上流）広域基幹河川改修事業 群馬県 群馬県

聖川広域基幹河川改修事業 群馬県 群馬県

旧江戸川河川高潮対策事業 千葉県 千葉県

旧江戸川都市河川総合整備事業 千葉県 千葉県

旧江戸川特定地域堤防機能高度化事業 千葉県 千葉県

高谷川地盤沈下対策事業 千葉県 千葉県

谷地川都市基幹河川改修事業 東京都 東京都

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

二級河川朝明川都市広域基幹河川改修事業 三重県 三重県

桂川広域基幹河川改修事業 京都府 京都府

善峰川都市基盤河川改修事業 京都市 京都府

西高瀬川（有栖川）都市基盤河川改修事業 京都市 京都府



西野山川都市基盤河川改修事業 京都市 京都府

加古川丹波圏域　広域基幹河川改修事業 兵庫県 兵庫県

竹田川　広域基幹河川改修事業 兵庫県 兵庫県

高橋川　都市基盤河川改修事業 神戸市 兵庫県

観音寺川　都市基盤河川改修事業 神戸市 兵庫県

妙法寺川　都市基盤河川改修事業 神戸市 兵庫県

伊川　都市基盤河川改修事業 神戸市 兵庫県

竜田川総合治水対策特定事業 奈良県 奈良県

富雄川総合治水対策特定事業 奈良県 奈良県

三代川総合治水対策特定事業 奈良県 奈良県

秋篠川総合治水対策特定事業 奈良県 奈良県

地蔵院川総合治水対策特定事業 奈良県 奈良県

蟹川総合治水対策特定事業 奈良県 奈良県

菩提仙川広域基幹（都市）河川改修事業 奈良県 奈良県

和歌川広域基幹河川改修事業 和歌山県 和歌山県

土入川広域基幹河川改修事業 和歌山県 和歌山県

市田川広域基幹河川改修事業 和歌山県 和歌山県

富田川広域基幹河川改修事業 和歌山県 和歌山県

日置川広域基幹河川改修事業 和歌山県 和歌山県

七箇川都市基盤河川改修事業 和歌山市 和歌山県

黒瀬川広域基幹河川改修事業 広島県 広島県

沼田川広域基幹河川改修事業 広島県 広島県

入野川広域基幹河川改修事業 広島県 広島県

肱川広域基幹河川改修事業（肱川工区） 愛媛県 愛媛県

下田川高潮対策事業 高知県 高知県

介良川高潮対策事業 高知県 高知県

本江田川高潮対策事業 高知県 高知県

巨瀬川広域一般河川改修事業 福岡県 福岡県

浜川地震・高潮等対策河川事業 佐賀県 佐賀県

久留須川広域一般河川改修事業 大分県 大分県

【ダム事業】

（直轄事業）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

サンルダム建設事業 国 北海道

胆沢ダム建設事業 国 岩手県

長井ダム建設事業 国 山形県

足羽川ダム建設事業 国 福井県

長安口ダム改造事業 国 徳島県

嘉瀬川ダム建設事業 国 佐賀県

小石原川ダム建設事業 水資源機構 福岡県

松原・下筌ダム水環境整備事業 国 熊本県・大分県

【ダム事業】

（補助事業）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

西岡ダム建設事業（生活貯水池） 北海道 北海道

駒込ダム建設事業 青森県 青森県

大多喜ダム建設事業 千葉県 千葉県

丹生川ダム建設事業 岐阜県 岐阜県

大島ダム建設事業 岐阜県 岐阜県

内ヶ谷ダム建設事業 岐阜県 岐阜県

布沢川生活貯水池建設事業 静岡県 静岡県



大門生活貯水池建設事業 奈良県 奈良県

福富ダム建設事業 広島県 広島県

仁賀ダム建設事業 広島県 広島県

庄原生活貯水池整備事業 広島県 広島県

真締川生活貯水池整備事業 山口県 山口県

五ヶ山ダム建設事業 福岡県 福岡県

伊良原ダム建設事業 福岡県 福岡県

村松川総合開発事業 長崎県 長崎県

西之谷ダム建設事業 鹿児島県 鹿児島県

【砂防事業等】

（砂防事業（直轄））

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

鬼怒川水系直轄砂防事業 国 栃木県

信濃川上流水系直轄砂防事業高瀬川水系 国 長野県

信濃川上流水系直轄砂防事業中津川水系 国 新潟県、長野県

天竜川水系直轄砂防事業小渋川水系 国 長野県

天竜川水系直轄砂防事業遠山川水系 国 長野県

大山山系直轄火山砂防事業日野川水系 国 鳥取県

大山山系直轄火山砂防事業天神川水系 国 鳥取県

吉野川水系直轄砂防事業吉野川上流域 国 高知県

【砂防事業等】

（砂防事業（補助））

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

アフトロマナイ川火山砂防事業 北海道 北海道

【砂防事業等】

（地すべり）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

鷲尾岳地区地すべり対策事業 長崎県 長崎県

湯の平地区地すべり対策事業 大分県 大分県

生須地区地すべり対策事業 群馬県 群馬県

【海岸事業】

（直轄事業）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

富士海岸直轄海岸保全施設整備事業 国 静岡県

駿河海岸直轄海岸保全施設整備事業 国 静岡県

【海岸事業】

（補助事業等）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

霧多布港海岸　高潮対策事業 浜中町 北海道

本荘港海岸　侵食対策事業 秋田県 秋田県

両津港海岸　侵食対策事業 新潟県 新潟県

敦賀港海岸　侵食対策事業 福井県 福井県

旭海岸侵食対策事業 茨城県 茨城県

千葉港海岸　海岸環境整備事業 千葉県 千葉県

館山港海岸　海岸環境整備事業 千葉県 千葉県

名洗港海岸　海岸環境整備事業 千葉県 千葉県



鳥羽港海岸　高潮対策事業 三重県 三重県

的矢港海岸　高潮対策事業 三重県 三重県

四日市港海岸　高潮対策事業 四日市港管理組合 三重県

久美浜海岸侵食対策事業 京都府 京都府

益田港海岸　侵食対策事業 島根県 島根県

福田港海岸　高潮対策事業 尾道市 広島県

柳井港海岸　高潮対策事業 山口県 山口県

国東港海岸　高潮対策事業 大分県 大分県

【道路・街路事業】

（直轄事業等）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

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３３７号　中樹林道路 国 北海道

一般国道２３２号　天塩バイパス 国 北海道

一般国道２４１号　帯広北バイパス 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７号　弘前バイパス 国 青森県

一般国道４号　小鳥谷バイパス 国 岩手県

一般国道４５号　普代バイパス 国 岩手県

一般国道４７号　仙台北部道路 国 宮城県

一般国道４号　築館バイパス 国 宮城県

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６号　千代田石岡バイパス 国 栃木県・茨城県

一般国道１号　氏家矢板バイパス 国 栃木県

一般国道１７号　上武道路 国 埼玉県・群馬県

一般国道５１号　成田拡幅 国 千葉県

一般国道６号　新宿拡幅 国 東京都

一般国道１４号　両国拡幅 国 東京都

一般国道１号　新湘南バイパス 国・中日本高速道路（株） 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２０号　大月バイパス 国 山梨県

一般国道１９号　塩尻北拡幅 国 長野県

一般国道１９号　松本拡幅 国 長野県

一般国道１５８号　松本波田道路 国 長野県

一般国道７号　万代橋下流橋 国 新潟県

一般国道１１６号　柏崎バイパス 国 新潟県

一般国道１４８号　小谷道路 国 新潟県

一般国道４７０号　氷見高岡道路 国 富山県

伊豆縦貫自動車道　河津下田道路 国 静岡県

東海環状自動車道　土岐～関 国 岐阜県

東海環状自動車道　関～養老 国 岐阜県

東海環状自動車道　養老～北勢 国 岐阜県・三重県

東海環状自動車道　北勢～四日市 国 三重県

一般国道４１号　美濃加茂バイパス 国 岐阜県

一般国道４１号　高山国府バイパス 国 岐阜県



一般国道１５６号　小屋名改良 国 岐阜県

一般国道１３９号　富士改良 国 静岡県

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１５３号　足助バイパス 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１号　桑名東部拡幅 国 三重県

一般国道２５号　名阪道路 国 三重県

一般国道１号　第二京阪道路 国・西日本高速道路株式会社 京都府・大阪府

一般国道１号　水口バイパス 国 滋賀県

一般国道８号　米原バイパス 国 滋賀県

一般国道１６１号　湖北バイパス 国 滋賀県

一般国道９号　福知山道路 国 京都府

一般国道４７８号　丹波綾部道路 国 京都府

一般国道２６号　第二阪和国道 国 大阪府

一般国道２号　神戸西バイパス 国 兵庫県

一般国道１７５号　平野拡幅 国 兵庫県

一般国道１６５号　大和高田バイパス 国 奈良県

一般国道２６号　和歌山北バイパス 国 和歌山県

一般国道９号　出雲バイパス 国 島根県

一般国道５４号　三刀屋拡幅 国 島根県

一般国道３０号　児島・玉野拡幅 国 岡山県

一般国道２号　三原バイパス 国 広島県

一般国道２号　安芸バイパス 国 広島県

一般国道２号　東広島バイパス 国 広島県

一般国道３７５号　東広島・呉道路 国 広島県

一般国道９号　小郡改良 国 山口県

一般国道１８８号　岩国南バイパス 国 山口県

一般国道５５号　阿南道路 国 徳島県

一般国道３２号　綾南・綾歌・満濃バイパ
ス

国 香川県

一般国道１１号　川之江三島バイパス 国 愛媛県

一般国道１１号　新居浜バイパス 国 愛媛県

一般国道５６号　五十崎内子拡幅 国 愛媛県

一般国道５６号　土佐市バイパス 国 高知県

一般国道２１０号　浮羽バイパス 国 福岡県

一般国道２０３号　厳木バイパス 国 佐賀県

一般国道１０号　別大拡幅 国 大分県

一般国道２２５号　川辺改良 国 鹿児島県

一般国道２２０号　早崎防災 国 鹿児島県

【道路・街路事業】

（補助事業等）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

一般国道３９７号　石淵道路 岩手県 岩手県

一般国道４００号　田島バイパス 福島県 福島県

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４０７号　日高バイパス 埼玉県 埼玉県

一般国道１３４号　湘南大橋 神奈川県 神奈川県

一般国道２９２号　猿橋拡幅 新潟県 新潟県

一般国道３４５号　芦谷拡幅 新潟県 新潟県

一般国道４０５号　高士拡幅 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４８２号　茗荷谷～淵見バイパス 鳥取県 鳥取県

一般国道３７４号　湯郷勝央道路 岡山県 岡山県

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３８０号　寺村バイパス 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１９５号　南国バイパス 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３３１号　二見バイパス 沖縄県 沖縄県

一般国道３９０号　上野拡幅 沖縄県 沖縄県

一般国道５０７号　津嘉山バイパス 沖縄県 沖縄県

弥生新道（１工区）外１ 北海道 北海道

本通中央通 函館市 北海道

中央町金矢線 青森県 青森県

京浜急行電鉄大師線連続立体交差事業 川崎市 神奈川県

田富町敷島線（立体） 山梨県 山梨県

桜井駅前線 安城市 愛知県

万場藤前線（長須賀架道橋） 名古屋市 愛知県

ＪＲ山陰本線等（福知山駅付近連続立体交
差事業）

京都府 京都府

大阪外環状線（東大阪市）連続立体交差事
業

大阪府 大阪府

広島市東部地区連続立体交差事業 広島県 広島県

焼山押込線 広島県 広島県

ＪＲ山陽本線・呉線 広島市 広島県

庄の原佐野線 大分県 大分県

真地久茂地線外１線 沖縄県 沖縄県

 主要地方道佐伯長船線 岡山県 岡山県

主要地方道 徳島環状線（国府工区） 徳島県 徳島県

主要地方道 丸亀詫間豊浜線（三野・詫間
工区）

香川県 香川県

【土地区画整理事業】

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

富沢駅周辺土地区画整理事業 仙台市 宮城県

仙台港背後地土地区画整理事業 宮城県 宮城県

秋田駅西北地区土地区画整理事業 秋田市 秋田県

蔵王みはらしの丘土地区画整理事業 都市再生機構 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 郡山市冨田東土地区画整理組合 福島県

取手駅北土地区画整理事業 取手市 茨城県

松並木土地区画整理事業 前橋市 群馬県

太田駅周辺土地区画整理事業 太田市 群馬県

風渡野南特定土地区画整理事業 さいたま市 埼玉県



蓮沼下特定土地区画整理事業 さいたま市 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

戸塚東部特定土地区画整理事業 川口市戸塚東部特定土地区画整理組合 埼玉県

八幡宿駅東口土地区画整理事業 市原市 千葉県

宇津木土地区画整理事業 八王子市 東京都

金沢八景駅東口地区土地区画整理事業 横浜市 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

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

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 名古屋市上志段味特定土地区画整理組合 愛知県

洛北第三地区土地区画整理事業 京都市洛北第三土地区画整理組合 京都府

三山木地区特定土地区画整理事業 京田辺市 京都府

上郡駅前土地区画整理事業 上郡町 兵庫県

富田西部第一土地区画整理事業 周南市 山口県

八千把地区土地区画整理事業 八代市 熊本県

飯田土地区画整理事業 高岡町 宮崎県

財光寺南土地区画整理事業 日向市 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 八重瀬町 沖縄県

津嘉山北土地区画整理事業 南風原町 沖縄県

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】

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

阿倍野市街地再開発事業 大阪市 大阪府

【港湾整備事業】

（直轄事業）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

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

下田港　下田地区
避難港整備事業

国 静岡県

神戸港　ポートアイランド(第２期)地区
防波堤整備事業

国 兵庫県

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

佐伯港　女島地区
多目的国際ターミナル整備事業

国 大分県

瀬戸内海　周防灘地区
海域環境・自然再生事業

国 福岡県



【港湾整備事業】

（補助事業等）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

日立港　本港地区
防波堤整備事業

茨城県 茨城県

木更津港　吾妻地区
港湾環境整備事業

千葉県 千葉県

東京港　新海面処分場地区
廃棄物海面処分場整備事業

東京都 東京都

川崎港　浮島２期地区
廃棄物海面処分場整備事業

川崎市 神奈川県

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

柏崎港　鯨波地区
防波堤整備事業

新潟県 新潟県

金沢港　金石地区
防波堤整備事業

石川県 石川県

七尾港　矢田新地区
臨港道路整備事業

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
港湾環境整備事業

石川県 石川県

神戸港　ポートアイランド～六甲アイラン
ド地区
臨港道路整備事業（耐震改良）

神戸市 兵庫県

明石港　西外港地区
小型船だまり整備事業

兵庫県 兵庫県

宮津港　文珠地区
海域環境創造・自然再生等事業

京都府 京都府

河下港　垂水地区
国内物流ターミナル整備事業

島根県 島根県

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

福山港　一文字地区
ボートパーク整備事業

広島県 広島県

高松港　玉藻地区
旅客対応ターミナル整備事業

香川県 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

星賀港　行田山地区
国内物流ターミナル整備事業

佐賀県 佐賀県

勝本港　塩谷地区
国内物流ターミナル整備事業

長崎県 長崎県

水俣港　月の浦地区
臨港道路整備事業

熊本県 熊本県

別府港　石垣地区
臨港道路整備事業

大分県 大分県

鹿児島港　本港区
旅客対応ターミナル整備事業

鹿児島県 鹿児島県

隼人港　外港地区
国内物流ターミナル整備事業

鹿児島県 鹿児島県

片泊港　片泊地区
離島ターミナル整備事業

三島村 鹿児島県



元浦港　元浦地区
離島ターミナル整備事業

十島村 鹿児島県

小宝島港　小宝島地区
離島ターミナル整備事業

十島村 鹿児島県

熊本港　夢咲島地区
廃棄物海面処分場整備事業

熊本県 熊本県

博多港　アイランドシティ地区
港湾緑地整備事業

福岡市 福岡市

【公営住宅整備事業等】

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

北汐止団地公営住宅建替事業 名古屋市 愛知県

白浜南住宅整備事業 姫路市 兵庫県

【住宅市街地基盤整備事業】

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

緑ヶ丘土地区画整理

　二級河川南白亀川（南白亀川）

伊奈・谷和原丘陵部土地区画整理

　県道つくば野田線

　県道野田牛久線

　県道東楢戸・台線　他4路線

船明

　準用河川大堀川

千種台

　池内猪高線

志段味

　下志段味線外２路線

　白鳥線外1路線

和歌山宅地造成

　一級河川 打手川

広島西部丘陵都市（沼田地区）

  市道安佐南4区486号線

千葉県 千葉県

茨城県 茨城県

浜松市 静岡県

名古屋市 愛知県

広島市 広島県

名古屋市 愛知県

和歌山県 和歌山県



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）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

増幌川直轄河川改修事業 国 北海道

北上川上流直轄河川改修事業（支川猿ヶ石川） 国 岩手県

雄物川上流直轄河川改修事業（強首地区） 国 秋田県

来光川河川災害復旧等関連緊急事業 国 静岡県

太田川河川改修事業 国 広島県

吉野川直轄河川改修事業（市場箇所） 国 徳島県

肱川直轄河川改修事業（白滝箇所） 国 愛媛県

桑野川河川災害復旧等関連緊急事業 国 徳島県

銀杏木川浄化事業 国 鹿児島県

【ダム事業】

（直轄事業）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

豊川流況総合改善事業 国 愛知県

渡良瀬遊水池総合開発事業 国 群馬・栃木・茨城・埼玉県

荒川中流流水総合改善事業 国 埼玉県

耶馬渓ダム貯水池水質保全事業 国 大分県

松原ダム水環境改善事業 国 大分県・熊本県

緑川ダム流水総合改善事業 国 熊本県

球磨川ダム水環境改善事業 国 熊本県

【海岸事業】

（直轄事業）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

青森海岸直轄海岸保全施設整備事業 国 青森県

【海岸事業】

（補助事業）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

八森海岸侵食対策事業 秋田県 秋田県

秋田海岸侵食対策事業 秋田県 秋田県

【道路・街路事業】

（直轄事業等）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

一般国道１２号　深川交差点 国 北海道

一般国道２７４号　日高市街 国 北海道

一般国道２７４号　紅葉道路 国 北海道

一般国道３３４号　浦士別道路 国 北海道

一般国道３３５号　茶志別局改 国 北海道

一般国道４号　盛岡拡幅 国 岩手県

一般国道４５号　山田道路 国 岩手県

一般国道７号　秋田南バイパス 国 秋田県

一般国道４７号　新庄南バイパス 国 山形県

一般国道４９号　坂本バイパス 国 福島県



一般国道１７号　深谷バイパス 国 埼玉県

一般国道２０号　日野バイパス 国 東京都

一般国道５２号　甲西道路 国 山梨県

一般国道１５３号　飯田バイパス 国 長野県

一般国道７号　鵜渡路バイパス 国 新潟県

一般国道４１号　大沢野拡幅 国 富山県

一般国道８号　金沢西バイパス 国 石川県

一般国道８号　小松バイパス 国 石川県

一般国道９号　青谷・羽合道路 国 鳥取県

一般国道５５号　元改良 国 高知県

一般国道２１８号　五ヶ瀬～高千穂 国 宮崎県

東北中央自動車道（山形上山～東根） 東日本高速道路株式会社 山形県

中央自動車道（上野原～大月）（改築） 中日本高速道路株式会社 山梨県

近畿自動車道敦賀線（舞鶴西～小浜西） 西日本高速道路株式会社 京都府・福井県

中国横断自動車道（三刀屋木次～松江玉
造）

西日本高速道路株式会社 島根県

四国横断自動車道、一般国道１１号高松東
道路（鳴門～高松西）

国、西日本高速道路株式会社 徳島県・香川県

四国横断自動車道（南国～須崎東） 西日本高速道路株式会社 高知県

一般国道３号南九州西回り自動車道（鹿児
島道路）

国、西日本高速道路株式会社 鹿児島県

【道路・街路事業】

（補助事業等）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

国道４７３号福用道路事業 静岡県 静岡県

【港湾整備事業】

（直轄事業）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

室蘭港　絵鞆祝津地区
小型船だまり整備事業

国 北海道

室蘭港　入江地区
小型船係留施設整備事業

国 北海道

奥尻港　本港地区
防波堤(東島)整備事業

国 北海道

椴法華港　本港地区
地域生活基盤整備事業

国 北海道

焼尻港　本港地区
小型船だまり整備事業

国 北海道

横浜港　大桟橋地区
旅客ターミナル整備事業

国 神奈川県

名古屋港　弥富ふ頭地区
多目的国際ターミナル整備事業

国 愛知県

伏木富山港　新湊地区
旅客船ターミナル整備事業

国 富山県

大阪港　北港南地区
国際コンテナターミナル整備事業

国 大阪府

浜田港　福井地区
多目的国際ターミナル整備事業

国 島根県

小野田港　東沖地区
多目的国際ターミナル整備事業

国 山口県



中城湾港　新港地区
防波堤整備事業

国 沖縄県

【新幹線鉄道整備事業】

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

東北新幹線　盛岡～八戸間 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 岩手県・青森県

【航路標識整備事業】

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

厚内港西防波堤灯台 国 北海道

富武士港北防波堤灯台 国 北海道

えりも岬港東外防波堤灯台 国 北海道

釜石港湾口北防波堤灯台 国 岩手県

稲生港浦田西防波堤灯台 国 青森県

福田港西防波堤灯台 国 静岡県

小鈴谷港大谷北防波堤灯台 国 愛知県

育波港A防波堤灯台 国 兵庫県

淡輪漁港沖防波堤西灯台 国 大阪府

犬島港二号防波堤灯台 国 岡山県

広島港第二号灯浮標ほか２基 国 広島県

彦島導灯 国 山口県

直島港本村防波堤灯台 国 香川県

積浦港北沖防波堤北灯台 国 香川県

来島海峡航路第五号灯浮標 国 愛媛県

関門航路第二十六号灯浮標 国 福岡県

博多港中央航路第四号灯浮標ほか１基 国 福岡県

対馬豊港防波堤A灯台 国 長崎県

長与港防波堤A灯台 国 長崎県

大熊港D防波堤灯台 国 鹿児島県

浦田港沖防波堤灯台 国 鹿児島県

船浦港上原地区沖防波堤灯台 国 沖縄県

神楽島南方灯標 国 和歌山県

松島水道コ瀬灯標 国 長崎県

来間島北西方灯標 国 沖縄県

伊勢湾海上交通情報機構 国 愛知県

【その他施設費】

【官庁営繕事業】

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

中央合同庁舎第２号館 国 東京都

旭川東税務署 国 北海道

十和田地方合同庁舎 国 青森県

古川税務署 国 宮城県

千葉第２地方合同庁舎（増築） 国 千葉県

東京税関コンテナ貨物検査場 国 東京都

川崎南税務署 国 神奈川県

七尾第２地方合同庁舎 国 石川県

中部空港地方合同庁舎 国 愛知県

刈谷地方合同庁舎 国 愛知県

名古屋税関麻薬探知犬管理センター 国 愛知県

種子島地方合同庁舎 国 鹿児島県



【気象官署施設整備事業】

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

ITを活用した気象監視・情報伝達基盤の
整備

国 全国

低温実験冷凍施設の性能向上 国 茨城県



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 
ナノテクノロジーを活用したプラスチックの研究開発 総合政策局技術安全課 

交通機関におけるテロ対策強化のための次世代検査技

術の研究開発 

総合政策局技術安全課 

沿岸域における包括的環境計画・管理システムに関する

研究 

国土技術政策総合研究所

東海地震の予測精度向上及び東南海・南海地震の発生準

備過程の研究 

気象庁 気象研究所 

 
別表５－２ 終了後の事後評価を実施する研究開発課題 

課題名 評価実施主体 
持続可能な社会構築を目指した建築性能評価・対策技術

の開発 

大臣官房技術調査課 

都市空間の熱環境評価・対策技術の開発 大臣官房技術調査課 

ストック型社会に対応した既存戸建住宅基礎の耐震補

強工法の研究開発－ポリマーセメントモルタルを用い

た補修・補強工法の確立－ 

大臣官房技術調査課 

既存建築物基礎の高度再生技術の開発 大臣官房技術調査課 

耐震性に優れ、狭小間口で自由な建築空間を可能にする

木造新工法の研究開発 

大臣官房技術調査課 

環境共生型土砂災害防御システムの開発 大臣官房技術調査課 

緊張ＰＣ鋼棒と合成極厚無筋壁を用いたピロティ住宅

の耐震改修 

大臣官房技術調査課 

流木に起因する洪水氾濫防止対策の実用化 大臣官房技術調査課 

潜熱蓄熱材内包蓄熱パネルの床暖房システムへの実用

化研究 

－施工性の向上、低コスト化の実現と公共施設・住宅等

への普及を通し電力の平準化に寄与する－ 

大臣官房技術調査課 

古タイヤゴムチップスを用いた多機能・環境配慮型地盤

材料の開発 

大臣官房技術調査課 

制震機能内蔵の次世代型非構造部材の開発 大臣官房技術調査課 

制震機能内蔵の次世代型非構造部材の開発 大臣官房技術調査課 

機能保持に優れた新ＰＣ構造建築物に関する研究開発 

－ＰＣ圧着関節工法による損失制御設計法の確立－ 

大臣官房技術調査課 

革新的材料を用いた社会基盤施設の再構築 大臣官房技術調査課 

光触媒を用いた干潟および運河等におけるダイオキシ

ン類を含む有害物質の除去に関する研究 

大臣官房技術調査課 

コンクリート構造物の無振動・無騒音解体技術の開発 大臣官房技術調査課 



都市水害時の地下浸水の予測と対策に関する研究 大臣官房技術調査課 

酸化チタン光触媒を用いた社会基盤構造物の景観保持

に関する研究 

大臣官房技術調査課 

流砂系の総合的土砂管理のための土砂動態予測手法の

開発 

大臣官房技術調査課 

エレベータ付加による住宅ストック活用技術に関する

研究開発 

大臣官房技術調査課 

高活性炭素繊維を用いた自然風駆動の効率的 NOx 浄化装

置の開発 

大臣官房技術調査課 

中間土からなる人工島・護岸構造物の耐震性再評価 

－液状化・揺すり込み変形抑止の地盤強化技術の開発－

大臣官房技術調査課 

持続型都市基盤形成の為のプレキャスト・プレストレス

技術の開発 

大臣官房技術調査課 

沖縄における流域経営と赤土流出抑制システムの促進

方策に関する研究 

大臣官房技術調査課 

油汚染土壌の効率的・原位置バイオレメディエーション

技術の開発 

大臣官房技術調査課 

河川堤防の調査、再生と強化法に関する研究開発 大臣官房技術調査課 

納豆菌群を封入した多孔型ブロックによる水質改善技

術の開発 

大臣官房技術調査課 

リアルタイム高度水防災情報提供システムに関する研

究開発 

大臣官房技術調査課 

密集地区の面的整備に資する既存建物付加型防耐火補

強技術の開発 

大臣官房技術調査課 

活性炭素繊維（ACF）を活用した高機能排煙処理システ
ムの開発 

海事局舶用工業課 

東アジア・太平洋地域のプレート運動及びプレート内部

変形の様式に関する国際共同研究 
国土地理院 

航空レーザ測量を活用した地生態学的調査及び研究 
－白神山地を例にして－ 

国土地理院 

マルチモーダル交通体系の構築に関する研究 国土技術政策総合研究所

地域資源・交通拠点等のネットワーク化による国際観光

振興方策に関する研究 
国土技術政策総合研究所

公共事業の総合コスト縮減効果評価・管理手法の開発 国土技術政策総合研究所

地震安全性評価技術を活用した地震防災対策の検討 国土技術政策総合研究所

都市型社会に対応した市街地環境のあり方及び評価方

法に関する研究 
国土技術政策総合研究所

人工衛星による海面変動・重力場の解析手法に関する研

究 

海上保安庁海洋情報部 

 




