
■個別公共事業評価結果一覧（目次）

【公共事業関係費】

【河川事業】

青森県 馬淵川直轄河川改修事業 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【河川事業】 1

宮城県、岩手県 北上川直轄河川改修事業 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【河川事業】 3

宮城県 鳴瀬川直轄河川改修事業 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【河川事業】 5

宮城県 名取川直轄河川改修事業 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【河川事業】 7

宮城県、福島県 阿武隈川直轄河川改修事業 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【河川事業】 9

秋田県 米代川直轄河川改修事業 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【河川事業】 11

秋田県 雄物川直轄河川改修事業 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【河川事業】 13

山形県 赤川直轄河川改修事業 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【河川事業】 15

茨城県
那珂川特定構造物改築事業(ＪＲ水郡線
橋梁及び水府橋架替）

平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【河川事業】 17

千葉県
江戸川特定構造物改築事業（行徳可動
堰改築）

平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【河川事業】 19

東京都
荒川下流特定構造物改築事業（京成本
線荒川橋梁架替）

平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【河川事業】 21

新潟県 阿賀野川直轄河川改修事業 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【河川事業】 23

福島県 阿賀川直轄河川改修事業 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【河川事業】 25

富山県 黒部川直轄河川改修事業 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【河川事業】 27

富山県 常願寺川直轄河川改修事業 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【河川事業】 29

静岡県、長野県 天竜川直轄河川改修事業 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【河川事業】 31

愛知県 矢作川直轄河川改修事業 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【河川事業】 33

鳥取県 天神川直轄河川改修事業 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【河川事業】 35

鳥取県 日野川直轄河川改修事業 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【河川事業】 37

岡山県 吉井川直轄河川改修事業 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【河川事業】 39
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広島県、山口県 小瀬川直轄河川改修事業 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【河川事業】 41

山口県 佐波川直轄河川改修事業 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【河川事業】 43

徳島県 吉野川直轄河川改修事業 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【河川事業】 45

香川県 土器川直轄河川改修事業 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【河川事業】 47

愛媛県 肱川直轄河川改修事業 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【河川事業】 49

北海道 十勝川総合水系環境整備事業 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【河川事業】 51

青森県 岩木川総合水系環境整備事業 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【河川事業】 54

岩手県・宮城県 北上川総合水系環境整備事業 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【河川事業】 56

宮城県・福島県 阿武隈川総合水系環境整備事業 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【河川事業】 58

茨城県、栃木県 那珂川総合水系環境整備事業 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【河川事業】 60

茨城県、埼玉県、千葉県、東京都
利根川総合水系環境整備事業
（利根川・江戸川環境整備）

平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【河川事業】 62

茨城県、栃木県
利根川総合水系環境整備事業（鬼怒川
環境整備）

平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【河川事業】 64

茨城県
利根川総合水系環境整備事業（小貝川
環境整備）

平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【河川事業】 66

茨城県、千葉県
利根川総合水系環境整備事業（霞ヶ浦
環境整備）

平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【河川事業】 68

茨城県
利根川総合水系環境整備事業（常陸川
水門）

平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【河川事業】 70

埼玉県、東京都 荒川総合水系環境整備事業 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【河川事業】 72

東京都、神奈川県 多摩川総合水系環境整備事業 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【河川事業】 74

神奈川県 相模川総合水系環境整備事業 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【河川事業】 76

山梨県、静岡県 富士川総合水系環境整備事業 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【河川事業】 78

新潟県・福島県 阿賀野川総合水系環境整備事業 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【河川事業】 80

富山県 黒部川総合水系環境整備事業 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【河川事業】 83

富山県 神通川総合水系環境整備事業 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【河川事業】 85

静岡県・長野県 天竜川総合水系環境整備事業 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【河川事業】 87

愛知県 豊川総合水系環境整備事業 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【河川事業】 90

愛知県 矢作川総合水系環境整備事業 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【河川事業】 92



三重県 宮川総合水系環境整備事業 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【河川事業】 94

岡山県 吉井川総合水系環境整備事業 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【河川事業】 96

岡山県 旭川総合水系環境整備事業 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【河川事業】 98

愛媛県 重信川総合水系環境整備事業 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【河川事業】 100

高知県 仁淀川総合水系環境整備事業 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【河川事業】 102

福岡県 遠賀川総合水系環境整備事業 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【河川事業】 104

長崎県 本明川総合水系環境整備事業 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【河川事業】 107

熊本県 菊池川総合水系環境整備事業 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【河川事業】 109

熊本県 白川総合水系環境整備事業 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【河川事業】 112

熊本県 球磨川総合水系環境整備事業 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【河川事業】 114

宮崎県 大淀川総合水系環境整備事業 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【河川事業】 116

【砂防事業等】

長野県・岐阜県 木曽川水系直轄砂防事業 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【砂防事業等】 1

岐阜県 神通川水系直轄砂防事業 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【砂防事業等】 3

愛媛県 重信川水系直轄砂防事業 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【砂防事業等】 5

群馬県 譲原地区直轄地すべり対策事業 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【砂防事業等】 7

【海岸事業】

宮城県 仙台湾南部海岸直轄海岸保全施設整備事業 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【海岸事業】 1

富山県 下新川海岸直轄海岸保全施設整備事業 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【海岸事業】 3

山口県
下関港海岸直轄海岸保全施設整備事
業

平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【海岸事業】 5
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【道路・街路事業】

北海道 一般国道12･275号　苗穂交差点 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 1

北海道 一般国道38号　富良野道路 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 3

北海道 一般国道38･44号　釧路外環状道路 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 5

北海道 一般国道231･232号　留萌拡幅 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 7

北海道 一般国道236号　中札内大樹道路 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 9

北海道 一般国道237号　富良野北道路 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 11

北海道 一般国道275号　江別北道路 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 13

北海道 一般国道337号　当別バイパス 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 15

北海道 一般国道450号　丸瀬布遠軽道路 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 17

青森県 一般国道45号　上北天間林道路 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 19

岩手県 一般国道4号　水沢東バイパス 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 21

岩手県 一般国道4号　北上拡幅 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 23

岩手県 一般国道45号　久慈北道路 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 25

岩手県 一般国道106号　都南川目道路 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 27

宮城県 一般国道108号　花渕山バイパス 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 29

秋田県 一般国道7号　象潟仁賀保道路 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 31

福島県 一般国道4号　白河拡幅 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 33

福島県 一般国道4号　伊達拡幅 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 35

福島県 一般国道49号　猪苗代拡幅 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 37

福島県 一般国道115号　霊山道路 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 39

茨城県・埼玉県一般国道4号　春日部古河バイパス 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 41
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茨城県 一般国道6号　土浦バイパス 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 43

群馬県 一般国道17号　高松立体 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 45

埼玉県 一般国道4号　東埼玉道路(延伸) 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 47

埼玉県 一般国道16号　入間狭山拡幅 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 49

埼玉県 一般国道17号　上尾道路 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 51

千葉県 一般国道51号　北千葉拡幅 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 53

東京都 一般国道14号　亀戸小松川立体 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 55

東京都 一般国道15号　蒲田駅周辺整備 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 57

神奈川県 一般国道1号　小田原箱根道路 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 59

神奈川県
一般国道357号　東京湾岸道路(神奈川
県区間)

平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 61

神奈川県
一般国道468号　首都圏中央連絡自動
車道(金沢～戸塚)

平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 63

新潟県 一般国道18号　上新バイパス 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 65

新潟県 一般国道49号　水原バイパス 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 67

富山県 一般国道8号　入善黒部バイパス 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 69

石川県 一般国道8号　小松バイパス 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 71

石川県 一般国道159号　七尾バイパス 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 73

福井県 一般国道158号　永平寺大野道路 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 75

長野県 一般国道18号　長野東バイパス 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 78

長野県 一般国道18号　野尻IC関連 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 80

長野県
一般国道18号　坂城更埴バイパス(延
伸)

平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 82

長野県 一般国道474号　飯喬道路 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 84

長野県・静岡県一般国道474号　青崩峠道路 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 86

岐阜県 一般国道21号　坂祝バイパス 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 88

岐阜県 一般国道41号　石浦バイパス 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 90

静岡県 一般国道1号　静清バイパス 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 92



静岡県・愛知県
一般国道474号　三遠南信自動車道(佐
久間道路・三遠道路)

平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 94

愛知県 一般国道23号　豊橋東バイパス 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 96

愛知県 一般国道23号　豊橋バイパス 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 98

愛知県 一般国道23号　蒲郡バイパス 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 100

愛知県 一般国道23号　岡崎バイパス 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 102

愛知県 一般国道23号　知立バイパス 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 104

滋賀県 一般国道1号　栗東水口道路Ⅱ 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 106

滋賀県 一般国道8号　野洲栗東バイパス 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 109

滋賀県 一般国道161号　小松拡幅 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 112

滋賀県 一般国道161号　西大津バイパス 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 115

滋賀県 一般国道307号　信楽道路 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 118

京都府 一般国道163号　精華拡幅 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 121

兵庫県 一般国道28号　洲本バイパス 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 124

兵庫県 一般国道29号　姫路北バイパス 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 127

兵庫県 一般国道176号　名塩道路 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 130

和歌山県 一般国道24号　紀北東道路 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 133

島根県・広島県
中国横断自動車道　尾道松江線　三次
～三刀屋木次

平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 136

島根県 一般国道54号　三刀屋拡幅 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 138

広島県
中国横断自動車道　尾道松江線　尾道
～三次

平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 140

広島県 一般国道185号　休山改良 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 142

山口県 一般国道2号　小月バイパス 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 144

山口県 一般国道191号　下関北バイパス 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 146

香川県 一般国道11号　大内白鳥バイパス 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 148

香川県 一般国道11号　豊中観音寺拡幅 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 150

高知県 一般国道55号　大山道路 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 152



高知県 一般国道55号　南国安芸道路 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 154

高知県 一般国道55号　高知南国道路 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 156

佐賀県 一般国道34号　武雄バイパス 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 158

佐賀県 一般国道497号　伊万里道路 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 160

熊本県 一般国道57号　立野拡幅 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 162

大分県 一般国道57号　大野竹田道路 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 164

宮崎県 一般国道10号　都城道路 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 166

鹿児島県 一般国道3号　川内隈之城道路 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 168

鹿児島県 一般国道10号　白浜拡幅 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 170

鹿児島県 一般国道220号　新城拡幅 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 172

鹿児島県 一般国道226号　平川道路 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 174

沖縄県 一般国道58号　恩納南バイパス 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 176

沖縄県 一般国道329号　与那原バイパス 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 178

沖縄県 一般国道329号　南風原バイパス 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 180

千葉県
一般国道126号　千葉東金道路(東金
JCT～松尾横芝)

平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 182

千葉県
東関東自動車道館山線(木更津南JCT
～富津竹岡)

平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 183

新潟県・長野県
関越自動車道上越線(信濃町～上越
JCT)

平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 184

岐阜県 東海北陸自動車道(白鳥～飛騨清見) 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 185

京都府 近畿自動車道敦賀線(福知山～舞鶴西) 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 186

徳島県・香川県四国横断自動車道(鳴門～高松市境) 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 188

長崎県
九州横断自動車道長崎大分線(長崎芒
塚～長崎多良見)

平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 190

大阪府 大阪府道高速大和川線 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 192

奈良県・和歌山県 一般国道169号　奥瀞道路(Ⅱ期) 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 193

沖縄県 一般国道331号　中山改良 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【道路・街路事業】 196

【港湾整備事業】



北海道 網走港新港地区防波堤改良事業 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【港湾整備事業】 1

北海道 石狩湾新港西地区国際物流ターミナル整備事業 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【港湾整備事業】 3

北海道 浦河港本港地区防波堤整備事業 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【港湾整備事業】 5

北海道 羽幌港本港地区耐震強化岸壁整備事業 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【港湾整備事業】 7

青森県 青森港沖館地区・油川地区防波堤整備事業 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【港湾整備事業】 9

秋田県 能代港外港地区 防波堤整備事業 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【港湾整備事業】 11

富山県 伏木富山港伏木地区国際物流ターミナル整備事業 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【港湾整備事業】 13

石川県 金沢港大野地区国際物流ターミナル整備事業 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【港湾整備事業】 15

福井県 敦賀港鞠山南地区国際物流ターミナル整備事業 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【港湾整備事業】 17

静岡県 清水港新興津地区国際海上コンテナターミナル整備事業 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【港湾整備事業】 19

静岡県 田子の浦港中央地区国際物流ターミナル整備事業（耐震改良） 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【港湾整備事業】 21

大阪府 堺泉北港堺2区基幹的広域防災拠点整備事業 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【港湾整備事業】 23

兵庫県 尼崎西宮芦屋港尼崎地区国際物流ターミナル整備事業 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【港湾整備事業】 25

和歌山県 和歌山下津港北港地区エネルギー港湾整備事業 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【港湾整備事業】 27

福岡県 北九州港新門司地区複合一貫輸送ターミナル整備事業 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【港湾整備事業】 29

大分県 中津港田尻地区臨港道路整備事業 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【港湾整備事業】 31

長崎県 厳原港厳原地区離島ターミナル整備事業 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【港湾整備事業】 33

鹿児島県 志布志港新若松地区国際物流ターミナル整備事業 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【港湾整備事業】 35

鹿児島県 名瀬港立神地区防波堤整備事業 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【港湾整備事業】 37

沖縄県 那覇港泊ふ頭地区旅客船ターミナル整備事業 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【港湾整備事業】 39

都道府県
（実施箇所）

事業名 添付資料 ページ



【空港整備事業】

北海道 新千歳空港19(L)双方化事業 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【空港整備事業】 1

【都市公園事業】

長野県 国営アルプスあづみの公園 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【都市公園事業】 1

佐賀県 国営吉野ヶ里歴史公園 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【都市公園事業】 3

【官庁営繕事業】

東京都 大井合同庁舎 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【官庁営繕事業】 1

広島県 広島地方合同庁舎５号館 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【官庁営繕事業】 3

長崎県 長崎第２地方合同庁舎 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【官庁営繕事業】 5

鹿児島県 鹿児島港湾合同庁舎 平成25年度予算に向けた個別公共事業評価書（事業概要資料）【官庁営繕事業】 7

都道府県
（実施箇所）

事業名 添付資料 ページ
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