
   

  
 

〔平成１６年３月２９日省議決定〕 
〔改正 平成１６年７月３０日省議決定〕 

 
平成１６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１６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１６年度とする。 

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（２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最も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１５年度に目標年次が到来した業績指

標等については、当該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

１６年度内に評価結果を取りまとめる。 
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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政策に係る評価 

行政評価法第７条第２項第２号の要件に該当する政策として、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～オに該当する政策に係る再評価 

基本計画Ⅵ３（１）ア～オに該当する公共事業を実施することを目的とする政策

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の公共事業を実施することを目的とする政策について、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の個々の研究開発を実施することを目的とする政策について、中間評

価を実施する。 

（２）事後評価 

別表５－２の個々の研究開発を実施することを目的とする政策について、終了後

の事後評価を実施する。 
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別表１ 政策レビュー実施テーマ 
テーマ 局等  

国内航空における規制緩和 
－改正航空法による規制緩和の検証－ 

航空局 ＊ 

道路管理の充実 
－路上工事の縮減－ 

道路局 ＊ 

台風・豪雨等に関する気象情報の充実 
－災害による被害軽減に向けて－ 

気象庁 ＊ 

訪日外国人観光客の受け入れの推進 
－国際交流の拡大に向けて－ 

総合観光政策審議官 

今後の物流施策の在り方 
－新総合物流施策大綱の実施状況を踏
まえて－ 

政策統括官（貨物流通）、道路局、
大臣官房、総合政策局、国土計画局、
都市・地域整備局、河川局、住宅局、
鉄道局、自動車交通局、海事局、港
湾局、航空局、北海道局、政策統括
官（国土・国会等移転）、海上保安
庁、国土交通政策研究所 

＊ 
 
＊ 

バリアフリー社会の形成 
－交通バリアフリー法等の検証－ 

総合政策局、官庁営繕部、都市・地域整備局、
河川局、道路局、住宅局、鉄道局、自動車交
通局、海事局、港湾局、航空局 

 

総合的な海上交通安全施策 
－海上における死亡・行方不明者の減少
－ 

海上保安庁、海事局、気象庁、総合
政策局 

 

直轄工事のゼロエミッション対策 
－建設リサイクル法の検証－ 

総合政策局、大臣官房、官庁営繕部、
都市・地域整備局、河川局、道路局、
港湾局、航空局 

 

プレジャーボートの利用改善 
－放置艇対策等の総合的な取組み－ 

総合政策局、河川局、港湾局、海事
局、海上保安庁 

 

水資源政策 
－水資源計画の在り方－ 

水資源部 

国土政策 

－国土計画の在り方－ 

国土計画局 

国土交通行政におけるテロ対策の総合
点検 

全部局等（政策統括官(危機管理)と
りまとめ） 

 

 （注）＊を付したテーマについては、平成１６年度内に評価結果を取りまとめる。 
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[公共事業関係費]

【河川事業】
（補助等）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）
モエレ中野川都市基盤河川改修事業 札幌市 北海道
牛池川広域基幹河川改修事業 群馬県 群馬県

【砂防事業】
（補助等）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）
洞田沢通常砂防事業 愛知県 愛知県
通常砂防事業（中屋谷） 徳島県 徳島県

【道路・街路事業】
（直轄）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）
一般国道７号　象潟仁賀保道路 国 秋田県
一般国道８号　野洲栗東バイパス 国 滋賀県
一般国道２０１号　行橋インター関連 国 福岡県
一般国道５７号　大野竹田道路 国 大分県
一般国道５７号　阿蘇大津道路 国 熊本県

（補助等）
事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

東武野田線連続立体交差事業 千葉県 千葉県
ＪＲ信越本線等連続立体交差事業 新潟県 新潟県
ＪＲ東西線・片町線連続立体交差事業 大阪市 大阪府

【港湾整備事業】
（補助等）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）
名古屋港　鍋田ふ頭地区　海域環境創造事業 名古屋港管理組合 愛知県
水島港　玉島地区　海域環境創造事業 岡山県 岡山県

【土地区画整理事業】
（補助等）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）
新郷東部第２地区土地区画整理事業 川口市 埼玉県
武蔵村山都市核地区土地区画整理事業 武蔵村山市 東京都
北原山地区土地区画整理事業 尾張旭北原山

土地区画整理組合
愛知県

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
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【市街地再開発事業】
（補助等）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

ニ子玉川東地区市街地再開発事業 ニ子玉川東地区
市街地再開発組合

東京都

町屋駅前北地区市街地再開発事業 町屋駅前北地区
市街地再開発組合

東京都

北田大手町地区市街地再開発事業 地域振興整備公団 鹿児島県

中の町Ａ地区市街地再開発事業 地域振興整備公団 沖縄県

中央一丁目第二 中央一丁目第二地区
市街地再開発組合（予定）

宮城県

富士見二丁目北部 富士見二丁目北部地区
市街地再開発組合

東京都

上目黒一丁目 上目黒一丁目地区
市街地再開発組合

東京都

【住宅市街地基盤整備事業】
（補助等）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）
市道上市２３４号線（大工町１丁目） 水戸市 茨城県

【下水道事業】
（補助等）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）
玉野市公共下水道事業 玉野市 岡山県

5



[公共事業関係費]

【河川事業】
（直轄）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）
吉井川直轄河川改修事業（乙子地区） 国 岡山県

北上川下流直轄河川環境整備事業
（河川利用推進事業）

国 宮城県

北上川上流直轄河川環境整備事業
（河川利用推進事業）

国 岩手県

岩木川直轄河川環境整備事業
（河川利用推進事業）

国 青森県

江戸川直轄河川環境整備事業
（河川利用推進事業）

国 茨城県、埼玉県、
千葉県、東京都

烏・神流川直轄河川環境整備事業
（河川利用推進事業）

国 群馬県
埼玉県

富士川直轄河川環境整備事業
（河川利用推進事業）

国 山梨県
静岡県

大井川直轄河川環境整備事業
（河川利用推進事業）

国 静岡県

番匠川直轄河川環境整備事業
（河川利用推進事業）

国 大分県

川内川直轄河川環境整備事業
（河川利用推進事業）

国 鹿児島県

菊池川直轄河川環境整備事業
（河川利用推進事業）

国 熊本県

（補助等）
事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

釧路川広域基幹河川改修事業 北海道 北海道
藤野沢川都市基盤河川改修事業 札幌市 北海道
小田島川都市基盤河川改修事業 函館市 北海道
増田川広域基幹河川改修事業（川内沢川） 宮城県 宮城県
涸沼前川広域基幹河川改修事業 茨城県 茨城県
巴川広域基幹河川改修事業（青柳地区） 茨城県 茨城県
大沼川都市基盤河川改修事業 日立市 茨城県
八瀬川広域基幹河川改修事業 群馬県 群馬県
東川　総合治水対策特定河川事業 埼玉県 埼玉県
東川（日比田調節池）　総合治水対策特定河川事
業

埼玉県 埼玉県

古隅田川（上院調節池）　総合治水対策特定河川
事業

埼玉県 埼玉県

南白亀川広域基幹河川事業 千葉県 千葉県
大柏川　都市基盤河川改修事業 市川市 千葉県
大柏川都市基盤河川改修事業 市川市 千葉県
谷地川広域基幹河川改修事業 東京都 東京都
入山川広域基幹河川改修事業 山梨県 山梨県
岡田川広域基幹河川改修事業 長野県 長野県
奈良井川広域基幹河川改修事業 長野県 長野県
浅川広域基幹河川改修事業 長野県 長野県
柿野川広域基幹河川改修事業 新潟県 新潟県
鴨田川広域基幹河川改修事業 新潟県 新潟県
峠川広域一般河川改修事業 富山県 富山県
大場川広域基幹河川改修事業（三島山田川工区） 静岡県 静岡県
馬込川都市基幹河川改修事業（関公促進工区） 静岡県 静岡県

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
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都田川都市基幹河川改修事業（浜松工区） 静岡県 静岡県
新川総合治水対策特定河川事業（（合瀬川）中江
川）

愛知県 愛知県

芳野川広域基幹河川改修事業 福井県 福井県
余呉川広域基幹河川改修事業 滋賀県 滋賀県
真野川広域基幹河川改修事業 滋賀県 滋賀県
芥川広域基幹河川改修事業 大阪府 大阪府
松尾川広域基幹河川改修事業 大阪府 大阪府
太田川広域基幹河川改修事業 和歌山県 和歌山県
熊野川広域一般河川改修事業 和歌山県 和歌山県
堤川広域一般河川改修事業 和歌山県 和歌山県
由良川高潮対策事業 和歌山県 和歌山県
有本川都市基盤河川改修事業 和歌山県 和歌山県
周防地区高潮対策事業（柳井川） 山口県 山口県
江川都市基幹河川改修事業 福岡県 福岡県
神嶽川都市基盤河川改修事業 北九州市 福岡県
武雄川広域基幹河川改修事業 佐賀県 佐賀県
白川広域基幹河川改修事業 熊本県 熊本県
鶯川都市基盤河川改修事業 熊本市 熊本県
横市川広域一般河川改修事業 宮崎県 宮崎県
道頓堀川河川環境整備事業 大阪市 大阪府
有田川河川環境整備事業 清水町 和歌山県

【ダム事業】
（直轄）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）
夕張シューパロダム建設事業 国 北海道

（補助等）
事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

厚幌ダム建設事業 北海道 北海道
町野川総合開発事業
（北河内ダム）

石川県 石川県

【砂防事業】
（直轄）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）
野門沢第４砂防堰堤
（鬼怒川流域の砂防事業）

国 栃木県

青木床固群
（釜無川流域の砂防事業）

国 山梨県

尾白川砂防堰堤群
（釜無川流域の砂防事業）

国 山梨県

本谷砂防堰堤群
（釜無川流域の砂防事業）

国 山梨県、長野県

信濃川下流（檜倉沢砂防えん提群） 国 新潟県
神通川（餌掛谷上流砂防えん堤群） 国 岐阜県
潤井川（溜野沢渓流保全工） 国 静岡県
中尾川上流えん堤群事業 国 長崎県

（補助等）
事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

待合川通常砂防事業 北海道 北海道
慶能舞川通常砂防事業 北海道 北海道
ヌッカクシ富良野川火山砂防事業 北海道 北海道
石倉川火山砂防事業 北海道 北海道
地蔵川火山砂防事業 北海道 北海道
梨の木東沢川火山砂防事業 北海道 北海道
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最上川水系大樽川通常砂防事業 山形県 山形県
入沢川火山砂防事業 群馬県 群馬県
峯沢火山砂防事業 群馬県 群馬県
小麦沢川火山砂防事業 山梨県 山梨県
尾山大谷川通常砂防事業 富山県 富山県
板垣川通常砂防事業 福井県 福井県
唐川通常砂防事業 大阪府 大阪府
山畑川通常砂防事業 大阪府 大阪府
吉井川水系塩谷川通常砂防事業 岡山県 岡山県
吉井川水系八坂川通常砂防事業 岡山県 岡山県
笹ヶ瀬川水系砂川通常砂防事業 岡山県 岡山県
大通院谷川通常砂防事業 広島県 広島県
福川通常砂防事業 大分県 大分県

【地すべり対策事業】
（直轄）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）
譲原地区直轄地すべり対策事業
（利根川上流域の地すべり対策事業）

国 群馬県

（補助等）
事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

柳沼地区地すべり対策事業 群馬県 群馬県
水沢新田地区地すべり対策事業 新潟県 新潟県
新水地区地すべり対策事業 新潟県 新潟県
二子地区地すべり対策事業 新潟県 新潟県
岩戸地区地すべり対策事業 新潟県 新潟県
虫生岩戸地区地すべり対策事業 新潟県 新潟県
鶚谷地区地すべり対策事業 富山県 富山県
尾外岩地区地すべり対策事業 岐阜県 岐阜県
立石地区地すべり対策事業 山口県 山口県
東庵谷下地すべり対策事業 高知県 高知県
野老山地すべり対策事業 高知県 高知県
十籠地区地すべり対策事業 福岡県 福岡県
井上地区地すべり対策事業 佐賀県 佐賀県
猪渡谷南地区地すべり対策事業 長崎県 長崎県
奥浦地区地すべり対策事業 長崎県 長崎県
寄船地区地すべり対策事業 長崎県 長崎県
戸柱地区地すべり対策事業 鹿児島県 鹿児島県

【急傾斜崩壊対策事業】
（補助等）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）
七軒町地区急傾斜地崩壊対策事業 富山県 富山県

【雪崩対策事業】
（補助等）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）
猿倉地区雪崩対策事業 新潟県 新潟県
大勘場地区雪崩対策事業 富山県 富山県

【急傾斜崩壊対策事業】
（補助等）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）
馬場海岸高潮対策事業 鹿児島県 鹿児島県
本町海岸侵食対策事業 北海道 北海道
比子海岸侵食対策事業 山形県 山形県
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七塚海岸侵食対策事業 石川県 石川県
長浜海岸環境整備事業 東京都 東京都

【海岸事業】
（補助等）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）
清水港海岸　高潮対策事業 静岡県 静岡県
東播磨港海岸　海岸環境整備事業 兵庫県 兵庫県
笠岡港海岸　高潮対策事業 岡山県 岡山県
土生港海岸　高潮対策事業 広島県 広島県
蒲刈港海岸　公有地造成護岸等整備事業 広島県 広島県
蒲刈港海岸　海岸環境整備事業 広島県 広島県
新居浜港海岸　高潮対策事業 新居浜港務局 愛媛県
福山港海岸　海岸環境整備事業 鹿児島県 鹿児島県

【道路・街路事業】
（直轄）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）
一般国道３８号及び４４号 釧路外環状道路 国 北海道
一般国道１１３号　赤湯バイパス 国 山形県
一般国道４９号　猪苗代拡幅 国 福島県
一般国道２８９号　甲子道路 国 福島県
一般国道４号　伊達拡幅 国 福島県
一般国道４６８号　首都圏中央連絡自動車道
（金沢～戸塚）

国 神奈川県

一般国道１号　藤枝岡部IC関連 国 静岡県
一般国道５５号　日和佐道路 国 徳島県
一般国道５６号　須崎道路 国 高知県
一般国道１０号　戸次・犬飼拡幅 国 大分県
一般国道５７号　犬飼千歳道路 国 大分県
一般国道２２０号　新城拡幅 国 鹿児島県
一般国道２２０号　海潟拡幅 国 鹿児島県
横須賀道路（戸塚支線） 国及び日本道路公団 神奈川県
磐田バイパス（拡幅） 日本道路公団 静岡県
京都市道高速道路１号線（新十条通） 阪神高速道路公団 京都府

（補助等）
事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

一般国道２７９号　野辺地バイパス 青森県 青森県
一般国道３４２号　厳美バイパス 岩手県 岩手県
一般国道１１２号　酒田南拡幅 山形県 山形県
一般国道４５８号　本合海バイパス 山形県 山形県
一般国道２８９号　田島バイパス 福島県 福島県
一般国道２８９号　南倉沢バイパス 福島県 福島県
一般国道２９４号　白河バイパス 福島県 福島県
一般国道１２５号　大谷バイパス 茨城県 茨城県
一般国道２９４号　白山拡幅 茨城県 茨城県
一般国道２９４号　川南拡幅 栃木県 栃木県
一般国道３５４号　太田バイパス 群馬県 群馬県
一般国道４６７号　藤沢駅地区藤沢拡幅 神奈川県 神奈川県
一般国道１３４号　茅ヶ崎拡幅 神奈川県 神奈川県
一般国道３５３号　松之山バイパス 新潟県 新潟県
一般国道４５９号　当麻拡幅 新潟県 新潟県
一般国道３０４号　城端拡幅 富山県 富山県
一般国道３６３号　瀬戸バイパス 愛知県 愛知県
一般国道３７２号　天引道路 京都府 京都府
一般国道１７６号　鐘ヶ坂バイパス 兵庫県 兵庫県
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一般国道１７６号　広野バイパス 兵庫県 兵庫県
一般国道４２５号　王子川谷拡幅 和歌山県 和歌山県
一般国道４８７号　警固屋音戸バイパス 広島県 広島県
一般国道４９１号　豊田～油谷バイパス 山口県 山口県
一般国道１９３号　五倍木拡幅 徳島県 徳島県
一般国道４３８号　宮平バイパス 徳島県 徳島県
一般国道３７８号　三秋拡幅 愛媛県 愛媛県
一般国道３２１号　以布利バイパス 高知県 高知県
一般国道３２３号　富士バイパス 佐賀県 佐賀県
一般国道３８２号　大久保バイパス 長崎県 長崎県
一般国道５０１号　飽田バイパス 熊本県 熊本県
一般国道１９７号　古宮～小志生木バイパス 大分県 大分県
一般国道２６９号　天満バイパス 宮崎県 宮崎県
愛知県道高速名古屋朝日線 名古屋高速道路公社 愛知県
一般道道　大野大中山線 北海道 北海道
町道　床潭末広間道路 北海道 北海道
主要地方道　築館登米線 宮城県 宮城県
主要地方道　野田牛久線 茨城県 茨城県
主要地方道　美浦栄線 茨城県 茨城県
一般県道　林吾妻線 群馬県 群馬県
主要地方道　多治見白川線 岐阜県 岐阜県
主要地方道　岐阜環状線 岐阜県 岐阜県
主要地方道　本郷大和線 広島県 広島県
主要地方道　名瀬瀬戸内線 鹿児島県 鹿児島県
一般県道　曽津高崎線 鹿児島県 鹿児島県
一般県道　具志川沖縄線 沖縄県 沖縄県
主要地方道　奥武山米須線 沖縄県 沖縄県
一般県道　久米島一周線 沖縄県 沖縄県
一般県道　保良上地線 沖縄県 沖縄県
一般県道　城辺下地線 沖縄県 沖縄県
一般県道　大浜富野線 沖縄県 沖縄県
村道　青年の家線 沖縄県 沖縄県
市道　国税庁西側線 沖縄市 沖縄県
町道　大嵐線 本部町 沖縄県
中央通（虻田町） 北海道 北海道
海岸通 虻田町 北海道
北１条・宮の沢通 札幌市 札幌市
札幌新道 札幌市 札幌市
白銀市川環状線（桔梗野工区） 青森県 青森県
陣屋線 福島県 福島県
白河羽鳥線 福島県 福島県
笹川大善寺線 郡山市 福島県
守谷伊奈谷和原線 茨城県 茨城県
中大野中河内線（姫子工区） 水戸市 茨城県
桜町上辺見線（下山工区） 古河市 茨城県
谷原平井線 鹿嶋市 茨城県
東毛幹線（太田工区） 群馬県 群馬県
西富岡内匠線外１線 群馬県 群馬県
中通り大橋線 桐生市 群馬県
駅前六間通り線 川口市 埼玉県
新井宿駅前通り線 川口市 埼玉県
前口山ノ内線 蓮田市 埼玉県
浦安鎌ヶ谷線外１線 市川市 千葉県
放射第３号線 東京都 東京都
放射第６号線 東京都 東京都
放射第９号線 東京都 東京都
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放射第２１号線 東京都 東京都
放射第２５号線 東京都 東京都
環状第３号線 東京都 東京都
環状第８号線 東京都 東京都
補助第６２号線 東京都 東京都
補助第１３６号線 東京都 東京都
補助第１７２号線 東京都 東京都
府中清瀬線 東京都 東京都
落川平山線 東京都 東京都
環状第４号線（京成押上線） 東京都 東京都
昭島中央線 昭島市 東京都
国営公園北線 立川市 東京都
相模原二ツ塚線 神奈川 神奈川県
桂町戸塚遠藤線（上倉田・戸塚地区） 横浜市 横浜市
南大通東線（２工区） さいたま市 埼玉県
宮原町高畑線（千歳工区） 新潟県 新潟県
大垣一宮線 岐阜県 岐阜県
朝日線 菊川町 静岡県
犬山大橋線 愛知県 愛知県
西尾新川港線（碧南工区） 愛知県 愛知県
朝日中央線 三重県 三重県
石見下海印寺線（第３工区） 京都府 京都府
南花田鳳西町線 堺市 大阪府
山手幹線（大谷工区） 西宮市 兵庫県
生坂二日市線 倉敷市 岡山県
佐波新田線 山口県 山口県
吉島観音線外１ 広島市 広島市
徳島東環状線 徳島県 徳島県
神野町八戸溝線 佐賀県 佐賀県
大手口佐志線（１工区） 佐賀県 佐賀県
紺屋町南町線外１線 人吉市 熊本県
ＪＲ日豊本線等連続立体交差事業 大分県 大分県
丸山五和線（三隈橋工区） 大分県 大分県
秋葉通線 別府市 大分県
仲町上知識線 鹿児島県 鹿児島県
平田通線外１線 高山町 鹿児島県
山崎通線 南種子町 鹿児島県
藤崎四箇線外１線 福岡市 福岡県
真栄里新川線 沖縄県 沖縄県
石嶺線 那覇市 沖縄県
諸見里・桃原線 沖縄市 沖縄県
３・５・１６号 石垣市 沖縄県

【土地区画整理事業】
（補助等）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）
沼ノ端鉄北地区土地区画整理事業 苫小牧市 北海道
勿来錦第一地区土地区画整理事業 いわき市 福島県
仁良川地区土地区画整理事業 南河内町 栃木県
新保・日高地区土地区画整理事業 高崎市新保日高

土地区画整理組合
群馬県

茂呂第二地区土地区画整理事業 伊勢崎市茂呂第二
土地区画整理組合

群馬県

北藤岡駅周辺地区土地区画整理事業 藤岡市 群馬県
石神西立野地区土地区画整理事業 川口市 埼玉県
岩沢北部地区土地区画整理事業 飯能市 埼玉県
高坂駅東口第一地区土地区画整理事業 東松山市 埼玉県
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大門上・下野田特定土地区画整理事業 さいたま市大門上・下野田
特定土地区画整理組合

埼玉県

東小金井駅北口地区土地区画整理事業 小金井市 東京都
篠崎駅東部土地区画整理事業 東京都 東京都
真田地区土地区画整理事業 平塚市真田

特定土地区画整理組合
神奈川県

南浅田地区土地区画整理事業 浜松市 静岡県
豊川西部地区土地区画整理事業 豊川市 愛知県
布袋南部地区土地区画整理事業 江南市 愛知県
東海荒尾第二特定地区土地区画整理事業 東海荒尾第二

特定土地区画整理組合
愛知県

大高南地区土地区画整理事業 名古屋市大高南
特定土地区画整理組合

愛知県

森田北東部土地区画整理事業 福井市 福井県
市場周辺土地区画整理事業 福井市 福井県
福知山駅周辺土地区画整理事業 福知山市 京都府
尾生久米田地区土地区画整理事業 岸和田市尾生久米田

土地区画整理組合
大阪府

淡路駅周辺地区土地区画整理事業 大阪市 大阪府
中播都市計画事業垣内津市場土地区画整理事業 姫路市垣内津市場

土地区画整理組合
兵庫県

小串地区土地区画整理事業 宇部市 山口県
久米中央土地区画整理事業 周南市 山口県
段原東部地区土地区画整理事業 広島市 広島県
潮江西部地区土地区画整理事業 高知市 高知県
北九州学術・研究都市南部土地区画整理事業 都市基盤整備公団 福岡県
嬉野第八地区土地区画整理事業 嬉野町 佐賀県
諫早南部第１地区土地区画整理事業 諌早市 長崎県
大分駅南地区土地区画整理事業 大分市 大分県
郡山中央土地区画整理事業 郡山町 鹿児島県
大熊土地区画整理事業 名瀬市 鹿児島県

【市街地再開発事業】
（補助等）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

北野田駅前Ａ地区市街地再開発事業 北野田駅前Ａ地区
市街地再開発組合

大阪府

【都市再生推進事業】
（補助等）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）
放射12号線・補助107号線
（都市防災総合推進事業）

荒川区 東京都

平和橋通り（都市防災総合推進事業） 葛飾区 東京都

【港湾整備事業】
（直轄）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）
小樽港　本港地区　臨港道路整備事業 国 北海道
枝幸港　本港地区　小型船だまり整備事業 国 北海道
志布志港　新若浜地区　多目的国際ターミナル整
備事業

国 鹿児島県
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（補助等）
事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

東京港　中央防波堤内側地区　多目的国際ターミ
ナル整備事業

東京都 東京都

魚津港　北地区　港湾緑地整備事業 富山県 富山県
七尾港　矢田新地区　旅客船対応ターミナル整備
事業

石川県 石川県

飯田港　飯田地区　小型船だまり整備事業 石川県 石川県
三河港御津地区　国内物流ターミナル整備プロ
ジェクト

愛知県 愛知県

東幡豆港桑畑Ｃ地区　国内物流ターミナル整備プ
ロジェクト

愛知県 愛知県

名古屋港稲永地区　複合一貫輸送に対応した内貿
ターミナル整備プロジェクト

名古屋港管理組合 愛知県

新宮港　三輪崎地区　港湾緑地整備事業 和歌山県 和歌山県
神戸港ＰＩ（第２期）地区臨港道路整備事業 神戸市 兵庫県
神戸港　東部臨海部地区　港湾緑地整備事業 神戸市 兵庫県
姫路港広畑地区国内物流ターミナル整備事業 兵庫県 兵庫県
相生港相生地区小型船だまり整備事業 兵庫県 兵庫県
岡山港　小串地区　小型船だまり整備事業 岡山県 岡山県
福山港　原地区　小型船だまり整備事業 広島県 広島県
福山港　内港地区　港湾環境整備事業 広島県 広島県
尾道糸崎港　松浜地区　国内物流ターミナル整備
事業

広島県 広島県

尾道糸崎港　松浜地区　港湾環境整備事業 広島県 広島県
横田港　坊地地区　国内物流ターミナル整備・小
型船だまり整備事業

広島県 広島県

三島川之江港　川之江地区　小型船だまり整備事
業

愛媛県 愛媛県

三島川之江港　金子地区　小型船だまり整備事業 愛媛県 愛媛県
東予港　壬生川地区　小型船だまり整備事業 愛媛県 愛媛県
唐津港　東港地区　港湾緑地整備 佐賀県 佐賀県
厳原港　厳原地区　臨港道路整備事業 長崎県 長崎県
瀬戸港　福島地区　小型船だまり整備事業 長崎県 長崎県
堂崎港　堂崎地区　廃棄物海面処分場整備 長崎県 長崎県
伊延港　伊延地区　離島ターミナル整備事業 和泊町 鹿児島県
博多港　アイランドシティ地区　国内物流ターミ
ナル整備事業

福岡市 福岡市

博多港　中央ふ頭地区　臨港道路整備事業 福岡市 福岡市
佐世保港　寄船地区　小型船だまり整備事業 佐世保市 長崎県
名瀬港　長浜地区　港湾緑地整備事業 鹿児島県 鹿児島県

【空港整備事業】
（補助等）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）
神戸空港建設事業 神戸市 兵庫県

【公営住宅整備事業】
（補助等）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）
松涛団地 本荘市 秋田県
日光住宅 天童市 山形県
栄町団地 相川町 新潟県
荒俣団地 滑川市 富山県
福団地 福井市 福井県
上屋団地 滋賀県 滋賀県
月隈住宅 福岡市 福岡県
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【住宅市街地基盤整備事業】
（補助等）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）
一本松駅南口駅前広場他１路線
（一本松・新田土地区画整理）

鶴ヶ島市 埼玉県

坂田東通り線（坂田土地区画整理） 埼玉県 埼玉県
石神南通り線（川口戸塚駅周辺） 川口市 埼玉県
草加北通り線（川口戸塚駅周辺） 草加市 埼玉県
一級国分川（北総鉄道沿線区画整理） 千葉県 千葉県
二級南白亀川（赤目川）
（本納駅東・本納・川戸）

千葉県 千葉県

南多摩尾根幹線（別所）（多摩ニュータウン） 東京都 東京都
南多摩尾根幹線（小山）（多摩ニュータウン） 東京都 東京都
佐江戸北山田線（池辺）（港北） 横浜市 神奈川県
二級河川馬込川（浜北新都市） 静岡県 静岡県
船明西線（船明） 天竜市 静岡県
志段味幹線（志段味） 名古屋市 愛知県
一級葉山川（支川中ノ井川）
（栗東駅前土地区画整理）

滋賀県 滋賀県

府道美原太子線（羽曳ケ丘） 大阪府 大阪府
府道大阪狭山線（府営美原） 大阪府 大阪府
一級大門川（和歌山東土地区画整理他２） 和歌山県 和歌山県
市道山祗黒髪町線（もみじが丘） 佐世保市 長崎県
真崎久山線（諫早西部） 諫早市 長崎県
市道中貫弥生が丘１号線（西鉄曽根） 北九州市 福岡県
５駅圏下水道（千葉ニュータウン） 都市基盤整備公団 千葉県
東部E2-6工区他道路（和泉中央丘陵） 都市基盤整備公団 大阪府
茨木箕面丘陵線他１路線（国際文化公園都市） 都市基盤整備公団 大阪府

【住宅市街地総合整備事業】
（補助等）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）
千駄木・向丘地区住宅市街地総合整備事業 文京区 東京都
北沢５丁目・大原１丁目地区
住宅市街地総合整備事業

世田谷区 東京都

天沼三丁目地区住宅市街地総合整備事業 杉並区 東京都
鶴瀬東地区住宅市街地総合整備事業 富士見市 埼玉県
生野区南部地区地区住宅市街地総合整備事業 大阪市 大阪府
仁川地区住宅市街地総合整備事業 宝塚市 兵庫県
都志地区地区住宅市街地総合整備事業 五色町 兵庫県
段原東部地区地区住宅市街地総合整備事業 広島市 広島県
篠崎地区住宅市街地総合整備事業 北九州市 福岡県
野多目地区住宅市街地総合整備事業 福岡市 福岡県
筥崎地区住宅市街地総合整備事業 福岡市 福岡県
十善寺地区住宅市街地総合整備事業 長崎市 長崎県

【下水道事業】
（補助等）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）
深川市公共下水道事業（音江処理区） 深川市 北海道
乙部町特定環境保全公共下水道事業 乙部町 北海道
熊石町特定環境保全公共下水道事業 熊石町 北海道
瀬棚町特定環境保全公共下水道事業 瀬棚町 北海道
ニセコ町特定環境保全公共下水道事業 ニセコ町 北海道
小平町特定環境保全公共下水道事業 小平町 北海道
天塩町特定環境保全公共下水道事業 天塩町 北海道
滝上町特定環境保全公共下水道事業 滝上町 北海道
浜中町特定環境保全公共下水道事業 浜中町 北海道
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むつ市公共下水道事業 むつ市 青森県
鰺ヶ沢町公共下水道事業 鰺ヶ沢町 青森県
七戸町公共下水道事業 七戸町 青森県
碇ヶ関村特定環境保全公共下水道事業 碇ヶ関村 青森県
天間林村特定環境保全公共下水道事業 天間林村 青森県
岩手町公共下水道 岩手町 岩手県
玉山村公共下水道 玉山村 岩手県
胆沢町特定環境保全公共下水道 胆沢町 岩手県
宮守村特定環境保全公共下水道 宮守村 岩手県
野田村公共下水道 野田村 岩手県
一戸町公共下水道 一戸町 岩手県
中田町公共下水道事業 迫川広域公共下水道組合 宮城県
河北町公共下水道事業 河北町 宮城県
高清水町特定環境保全公共下水道事業 高清水町 宮城県
瀬峰町特定環境保全公共下水道事業 瀬峰町 宮城県
登米町特定環境保全公共下水道事業 迫川広域公共下水道組合 宮城県
南方町特定環境保全公共下水道事業 迫川広域公共下水道組合 宮城県
小坂町公共下水道事業 小坂町 秋田県
八森町特定環境保全公共下水道事業 八森町 秋田県
尾花沢市大石田町流域関連公共下水道事業 尾花沢市大石田町

環境衛生事業組合
山形県

尾花沢市大石田町特定環境保全公共下水道事業 尾花沢市大石田町
環境衛生事業組合

山形県

尾花沢市特定環境保全公共下水道事業 尾花沢市大石田町
環境衛生事業組合

山形県

金山町公共下水道事業 金山町 山形県
戸沢村特定環境保全公共下水道事業 戸沢村 山形県
新地町特定環境保全公共下水道事業 新地町 福島県
岩間公共下水道事業 岩間町 茨城県
新利根町公共下水道事業 新利根町 茨城県
八千代町公共下水道事業 八千代町 茨城県
水海道市公共下水道事業（水海道処理区） 水海道市 茨城県
水海道市公共下水道事業（大生郷処理区） 水海道市 茨城県
宇都宮市公共下水道事業 宇都宮市 栃木県
喜連川町公共下水道事業 喜連川町 栃木県
利根・渡良瀬流域下水道事業（桐生処理区） 群馬県 群馬県
長野原町単独特定環境保全公共下水道事業 長野原町 群馬県
利根村単独特定環境保全公共下水道事業 利根村 群馬県
片品村単独特定環境保全公共下水道事業 片品村 群馬県
妻沼公共下水道事業 妻沼町 埼玉県
習志野市公共下水道事業 習志野市 千葉県
日野市公共下水道事業 日野市 東京都
新潟市公共下水道事業 新潟市 新潟県
佐渡市公共下水道事業（旧両津市） 佐渡市 新潟県
吉田町公共下水道事業 吉田町 新潟県
栄町特定環境保全公共下水道事業 栄町 新潟県
寺泊町特定環境保全公共下水道事業 寺泊町 新潟県
松代町特定環境保全公共下水道事業 松代町 新潟県
松任市公共下水道事業 松任市 石川県
志賀町公共下水道事業 志賀町 石川県
志雄町特定環境保全公共下水道事業 志雄町 石川県
三方町特定環境保全公共下水道事業 三方町 福井県
中富町特定環境保全公共下水道事業 中富町 山梨県
大泉村特定環境保全公共下水道事業 大泉村 山梨県
高遠町公共下水道事業 高遠町 長野県
伊那市特定環境保全公共下水道事業 伊那市 長野県
塩尻市特定環境保全公共下水道事業 塩尻市 長野県
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望月町特定環境保全公共下水道事業 望月町 長野県
丸子町特定環境保全公共下水道事業 丸子町 長野県
岐阜市都市下水路事業 岐阜市 岐阜県
美濃市公共下水道事業 美濃市 岐阜県
恵那市特定環境保全公共下水道事業 恵那市 岐阜県
南濃町公共下水道事業 南濃町 岐阜県
上之保村特定環境保全公共下水道事業 上之保村 岐阜県
付知町特定環境保全公共下水道事業 付知町 岐阜県
下呂市特定環境保全公共下水道事業（旧小坂町） 下呂市 岐阜県
沼津市公共下水道事業（狩野川左岸処理区） 沼津市 静岡県
沼津市特定環境保全公共下水道事業
（狩野川左岸処理区）

沼津市 静岡県

大東町公共下水道事業（大東処理区） 大東町 静岡県
大東町特定環境保全公共下水道事業
（大東処理区）

大東町 静岡県

浅羽町公共下水道事業（浅羽処理区） 浅羽町 静岡県
浅羽町特定環境保全公共下水道事業
（浅羽処理区）

浅羽町 静岡県

浅羽町特定環境保全公共下水道事業
（向イ処理区）

浅羽町 静岡県

富士宮市公共下水道事業
（弓沢川右岸第6排水区）

富士宮市 静岡県

富士宮市公共下水道事業
（星山放水路第1排水区）

富士宮市 静岡県

平和町公共下水道事業 平和町 愛知県
名和前都市下水路事業 東海市 愛知県
東栄町特定環境保全公共下水道事業 東栄町 愛知県
いなべ市特定環境保全公共下水道事業
（旧藤原町）

いなべ市 三重県

御浜町特定環境保全公共下水道事業 御浜町 三重県
丹後町特定環境保全公共下水道事業 丹後町 京都府
峰山・大宮公共下水道組合公共下水道事業 峰山・大宮公共下水道組合 京都府
峰山・大宮公共下水道組合
特定環境保全公共下水道事業

峰山・大宮公共下水道組合 京都府

藤井寺市公共下水道事業（川俣処理区） 藤井寺市 大阪府
千種町特定環境保全公共下水道事業 千種町 兵庫県
温泉町特定環境保全公共下水道事業 温泉町 兵庫県
養父町特定環境保全公共下水道事業 養父町 兵庫県
氷上町特定環境保全公共下水道事業 氷上町 兵庫県
津名町公共下水道事業 津名町 兵庫県
南淡町特定環境保全公共下水道事業 南淡町 兵庫県
奈良市公共下水道事業 奈良市 奈良県
橿原市公共下水道事業 橿原市 奈良県
橿原市公共下水道事業 橿原市 奈良県
江府町特定環境保全公共下水道事業 江府町 鳥取県
横田町公共下水道事業 横田町 島根県
八雲村特定環境保全公共下水道事業 八雲村 島根県
新見市公共下水道事業 新見市 岡山県
建部町特定環境保全公共下水道事業 建部町 岡山県
吉井町特定環境保全公共下水道事業 吉井町 岡山県
加茂町特定環境保全公共下水道事業 加茂町 岡山県
美作町公共下水道事業 美作町 岡山県
廿日市市特定環境保全公共下水道
（旧佐伯町友和処理区）

廿日市市 広島県

蒲刈町特定環境保全公共下水道 蒲刈町 広島県
豊栄町特定環境保全公共下水道 豊栄町 広島県
錦町特定環境保全公共下水道事業 錦町 山口県
海南町特定環境保全公共下水道事業 海南町 徳島県
山川町特定環境保全公共下水道事業 山川町 徳島県
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松山市公共下水道事業 松山市 愛媛県
川内町公共下水道事業 川内町 愛媛県
久万町公共下水道事業 久万町 愛媛県
香北町特定環境保全公共下水道事業 香北町 高知県
佐川町特定環境保全公共下水道事業 佐川町 高知県
大正町特定環境保全公共下水道事業 大正町 高知県
遠賀川下流流域下水道事業 福岡県 福岡県
甘木市筑後川中流右岸流域関連公共下水道事業 甘木市 福岡県
水巻町公共下水道事業 水巻町 福岡県
吉井町特定環境保全公共下水道事業 吉井町 福岡県
大刀洗町筑中右岸流域関連公共下水道事業 大刀洗町 福岡県
東与賀町特定環境保全下水道事業 東与賀町 佐賀県
江北町特定環境保全下水道事業 江北町 佐賀県
千々石町公共下水道事業 千々石町 長崎県
八代北部流域下水道事業 熊本県 熊本県
小川町公共下水道事業 小川町 熊本県
千丁町特定環境保全公共下水道事業 千丁町 熊本県
鏡町公共下水道事業 鏡町 熊本県
竜北町特定環境保全公共下水道事業 竜北町 熊本県
あさぎり町特定環境保全公共下水道事業 あさぎり町 熊本県
山之口町公共下水道 山之口町 宮崎県
高城町公共下水道 高城町 宮崎県
木城町特定環境保全公共下水道 木城町 宮崎県
川内市公共下水道事業 川内市 鹿児島

【都市公園事業】
（補助等）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）
最上川ふるさと総合公園整備事業 山形県 山形県
八千代広域公園整備事業 千葉県 千葉県
荒川緑地整備事業 板橋区 東京都
相模三川公園整備事業 神奈川県 神奈川県
あいかわ公園整備事業 神奈川県 神奈川県
萩ウェルネスパーク整備事業 山口県 山口県
筑後広域公園整備事業 福岡県 福岡県
平和祈念公園整備事業 沖縄県 沖縄県
三原運動公園整備事業 三原市 広島県
清水台総合公園整備事業 西都市 宮崎県
高崎総合公園整備事業 高崎町 宮崎県
いこいの市民パーク整備事業 宜野湾市 沖縄県
大中公園整備事業 名護市 沖縄県
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[公共事業関係費]

【河川事業】
（直轄）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）
阿武隈川下流直轄河川改修事業（岩沼地区） 国 宮城県
鳴瀬川直轄河川改修事業（下志田地区） 国 宮城県
雄物川下流直轄河川改修事業（椿川地区） 国 秋田県
阿賀野川直轄河川改修事業 国 新潟県
阿賀川直轄河川改修事業 国 福島県
黒部川直轄河川改修事業 国 富山県
常願寺川直轄河川改修事業 国 富山県
宇治川床上浸水対策特別緊急事業 国 高知県
渡良瀬川直轄河川環境整備事業
（水環境整備事業）

国 栃木県

（補助等）
事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

沼田奔川広域基幹河川改修事業 北海道 北海道
フシコベツ川広域基幹河川改修事業 北海道 北海道
標津川広域一般河川改修事業 北海道 北海道
旧中の川都市基盤河川改修事業 札幌市 北海道
川原川広域基幹河川改修事業 岩手県 岩手県
淀川広域基幹河川改修事業 秋田県 秋田県
阿武隈川広域基幹河川改修事業 福島県 福島県
広瀬川広域基幹河川改修事業 福島県 福島県
桜川広域基幹河川改修事業 福島県 福島県
久慈川広域基幹河川改修事業 福島県 福島県
阿賀川広域基幹河川改修事業 福島県 福島県
只見川広域基幹河川改修事業 福島県 福島県
濁川広域基幹河川改修事業（福島） 福島県 福島県
湯川広域基幹河川改修事業 福島県 福島県
藤原川広域基幹河川改修事業 福島県 福島県
夏井川広域基幹河川改修事業 福島県 福島県
鮫川広域基幹河川改修事業 福島県 福島県
新田川広域基幹河川改修事業 福島県 福島県
地蔵川広域基幹河川改修事業 福島県 福島県
大滝根川広域一般河川改修事業 福島県 福島県
南川広域一般河川改修事業 福島県 福島県
逢瀬川広域一般河川改修事業 福島県 福島県
田付川広域一般河川改修事業 福島県 福島県
木戸川広域一般河川改修事業 福島県 福島県
小野川広域基幹河川改修事業 茨城県 茨城県
中通川広域基幹河川改修事業 茨城県 茨城県
綾瀬川（原市沼調節池）　総合治水対策特定河川 埼玉県 埼玉県
矢那川広域一般河川事業 千葉県 千葉県
松川広域一般河川事業 千葉県 千葉県
宮下川広域一般河川事業 千葉県 千葉県
神田川総合治水対策特定河川事業 東京都 東京都
野川広域基幹河川改修事業 東京都 東京都
鎌田川広域基幹河川改修事業 山梨県 山梨県
武井田川低地対策河川事業 長野県 長野県
鴨池川低地対策河川事業 長野県 長野県

別表３　基本計画ＶＩ３（１）ア～オに該当する公共事業
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布施谷川広域基幹河川改修事業 新潟県 新潟県
犀川広域基幹河川改修事業（安原川） 石川県 石川県
都田川都市基幹河川改修事業（新川工区） 静岡県 静岡県
富士早川都市基盤河川改修事業 富士市 静岡県
浜川都市基盤河川改修事業 静岡市 静岡県
太田川広域基幹河川改修事業（下流工区） 静岡県 静岡県
高浜川広域一般河川改修事業（長田川） 愛知県 愛知県
愛知県西部低地対策河川事業（蟹江川） 愛知県 愛知県
田尻川広域基幹河川改修事業 大阪府 大阪府
大浜川広域一般河川改修事業 兵庫県 兵庫県
志染川広域基幹河川改修事業 兵庫県 兵庫県
庄下川都市基盤河川改修事業 尼崎市 兵庫県
荒神川都市基盤河川改修事業 宝塚市 兵庫県
鳴滝川広域一般河川改修事業 和歌山県 和歌山県
三谷川広域基幹河川改修事業 岡山県 岡山県
笹ヶ瀬川広域基幹河川改修事業（砂川（一宮）） 岡山県 岡山県
周防地区高潮対策事業（神田川） 山口県 山口県
広見川広域基幹河川改修事業
（内平ヶ谷川工区） 愛媛県 愛媛県

飯江川広域基幹河川改修事業 福岡県 福岡県
三間川都市基盤河川改修事業 佐賀市 佐賀県
黒川広域基幹河川改修事業 熊本県 熊本県
桂川広域基幹河川改修事業 大分県 大分県
追手川広域基幹河川改修事業 宮崎県 宮崎県
高崎川広域基幹河川改修事業 宮崎県 宮崎県
脇田川都市基盤河川改修事業 鹿児島市 鹿児島県

【ダム事業】
（直轄）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）
幾春別川総合開発事業 国 北海道
摺上川ダム建設事業 国 福島県
荒川上流ダム再開発事業 国 埼玉県
川上ダム建設事業 国 三重県

（補助等）
事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

鷹生ダム建設事業 岩手県 岩手県
最上小国川ダム建設事業 山形県 山形県
木戸ダム建設事業 福島県 福島県
こまちダム生活貯水池建設事業 福島県 福島県
倉渕ダム建設事業 群馬県 群馬県
松川ダム建設事業 長野県 長野県
奥胎内ダム建設事業 新潟県 新潟県
常浪川ダム建設事業 新潟県 新潟県
晒川ダム建設事業 新潟県 新潟県
犀川総合開発事業
（辰巳ダム）

石川県 石川県
槇尾川ダム建設事業 大阪府 大阪府
金出地ダム建設事業 兵庫県 兵庫県
大河内川ダム建設事業 山口県 山口県
岩下川河川総合開発事業 熊本県 熊本県
氷川治水ダム建設事業 熊本県 熊本県
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【砂防事業】
（直轄）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）
釜無川本川山腹工
（釜無川流域の砂防事業）

国 山梨県・長野県

黒川砂防堰堤群
（釜無川流域の砂防事業）

国 山梨県

大前床固群
（吾妻川流域の砂防事業）

国 群馬県

滑川床固群
（烏川流域の砂防事業）

国 群馬県

神通川（外ヶ谷上流砂防えん提群） 国 岐阜県
中田切川砂防事業（中田切第４砂防堰堤） 国 長野県
与田切川砂防事業（飯島第６砂防堰堤、与田切床
固工群）

国 長野県

滑川砂防事業（北股沢床固工群） 国 長野県
根無谷第２号堰堤 国 愛媛県

（補助等）
事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

江合川下流火山砂防事業 宮城県 宮城県
秋山沢火山砂防事業 宮城県 宮城県
加藤谷川火山砂防事業 福島県 福島県
大倉川火山砂防事業 福島県 福島県
阿武隈川火山砂防事業 福島県 福島県
鳩川通常砂防事業 神奈川県 神奈川県
塩沢川通常砂防事業 山梨県 山梨県
向川通常砂防事業 新潟県 新潟県
真野川通常砂防事業 新潟県 新潟県
雑穀谷火山砂防事業 富山県 富山県
尺治川通常砂防事業 大阪府 大阪府
黒栂谷通常砂防事業 大阪府 大阪府

【地すべり対策事業】
（補助等）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）
根草地区地すべり対策事業 群馬県 群馬県
浜北山地区地すべり対策事業 福井県 福井県
武木地区地すべり対策事業 奈良県 奈良県
重実地区地すべり対策事業 徳島県 徳島県
唐櫃地区地すべり対策事業（離島） 香川県 香川県
西蒲生田地区地すべり対策事業 新潟県 新潟県

【海岸事業】
（直轄）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）
下新川海岸 直轄海岸保全施設整備事業 国 富山県
横須賀港海岸　直轄海岸保全施設整備事業 国 神奈川県

（補助等）
事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

大谷海岸高潮対策事業 宮城県 宮城県
渋佐萱浜海岸高潮対策事業 福島県 福島県
請戸海岸高潮対策事業 福島県 福島県
毛萱仏浜海岸高潮対策事業 福島県 福島県
茅ヶ崎海岸高潮対策事業 神奈川県 神奈川県
清水西海岸高潮対策事業 静岡県 静岡県

20



富磯海岸侵食対策事業 北海道 北海道
大曲海岸侵食対策事業 宮城県 宮城県
持石海岸侵食対策事業 島根県 島根県
新島港海岸　侵食対策事業 東京都 東京都
神湊港海岸　海岸環境整備事業 東京都 東京都
小木港海岸　高潮対策事業 石川県 石川県
北九州港海岸　高潮対策事業 北九州市 福岡県
時津港海岸　局部改良事業 長崎県 長崎県
高田港海岸　局部改良事業 大分県 大分県
守江港海岸　局部改良事業 大分県 大分県

【道路・街路事業】
（直轄）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）
一般国道４５０号　丸瀬布遠軽道路 国 北海道
一般国道２３５号　厚真門別道路 国 北海道
一般国道２３６号　中札内大樹道路 国 北海道
一般国道２２８号　函館茂辺地道路 国 北海道
一般国道１２号　旭川新道 国 北海道
一般国道２２８号　上磯拡幅 国 北海道
一般国道２２９号　岩内改良 国 北海道
一般国道２３１号及び２３２号　留萌拡幅 国 北海道
一般国道２７７号　雲石道路 国 北海道
一般国道３３４号　宇登呂道路 国 北海道
一般国道３３４号　峰浜道路 国 北海道
一般国道３３６号　襟広防災 国 北海道
一般国道３３７号　当別バイパス 国 北海道
一般国道４号　水沢東バイパス 国 岩手県
一般国道４号　北上拡幅 国 岩手県
一般国道１８号　野尻IC関連 国 長野県
一般国道２０号　日野バイパス 国 東京都
一般国道１７号　上尾道路 国 埼玉県
一般国道５２号　甲西道路 国 山梨県
一般国道４号　石橋宇都宮バイパス 国 栃木県
一般国道１号　小田原箱根道路 国 神奈川県
一般国道４号　西原交差点改良 国 栃木県
一般国道１２７号　子安拡幅 国 千葉県
一般国道１４号　亀戸小松川立体 国 東京都
一般国道５１号　北千葉拡幅 国 千葉県
一般国道１８号　上新バイパス 国 新潟県
一般国道８号　入善黒部バイパス 国 富山県
一般国道４７４号　佐久間・三遠道路 国 静岡県、愛知県
一般国道２１号　坂祝バイパス 国 岐阜県
一般国道４８３号　八鹿日高道路 国 兵庫県
一般国道１６１号　小松拡幅 国 滋賀県
一般国道２４号　和歌山バイパス 国 和歌山県
一般国道２８号　洲本バイパス 国 兵庫県
一般国道１７６号　名塩道路 国 兵庫県
一般国道１５８号　永平寺大野道路 国 福井県
一般国道４８３号　春日和田山道路Ⅰ 国 兵庫県
一般国道２９号　姫路北バイパス 国 兵庫県
一般国道１６３号　精華拡幅 国 京都府
一般国道２４号　五條道路 国 奈良県
一般国道１８０号　岡山西バイパス 国 岡山県
一般国道１８５号　休山改良 国 広島県
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一般国道１９１号　下関北バイパス 国 山口県
一般国道５５号　高知南国道路 国 高知県
一般国道４４０号　地芳道路 国 高知県、愛媛県
一般国道３号　川内隈之城道路 国 鹿児島県
一般国道４９７号　伊万里道路 国 佐賀県
一般国道５８号　恩納南バイパス 国 沖縄県
一般国道３２９号　那覇東バイパス 国 沖縄県
一般国道３３１号　中山改良 国 沖縄県
主要道道　小平幌加内線 国 北海道
主要道道　遠軽雄武線 国 北海道
主要道道　北見白糠線 国 北海道
一般道道　上遠別霧立線 国 北海道
一般道道　館町福島線 国 北海道
一般道道　富良野上川線 国 北海道
高速大宮線 首都高速道路公団 埼玉県
中央環状新宿線 首都高速道路公団 東京都
高速川崎縦貫線 首都高速道路公団 神奈川県

（補助等）
事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

一般国道３３８号　倉内バイパス 青森県 青森県
一般国道３４１号　鎧畑拡幅 秋田県 秋田県
一般国道１１４号　川俣バイパス 福島県 福島県
一般国道１１５号　土湯バイパス 福島県 福島県
一般国道１１８号　棚倉バイパス 福島県 福島県
一般国道１１８号　若松西バイパス 福島県 福島県
一般国道２８９号　入叶津道路 福島県 福島県
一般国道２９４号　江花バイパス 福島県 福島県
一般国道３４９号　鮫川バイパス 福島県 福島県
一般国道３４９号　月舘バイパス 福島県 福島県
一般国道３４９号　梁川バイパス 福島県 福島県
一般国道３９９号　津島バイパス 福島県 福島県
一般国道１１８号　袋田バイパス 茨城県 茨城県
一般国道１２５号　つくばバイパス 茨城県 茨城県
一般国道３５５号　石岡岩間バイパス 茨城県 茨城県
一般国道３５５号　笠間バイパス 茨城県 茨城県
一般国道２９４号  稲沢拡幅 栃木県 栃木県
一般国道１２２号　騎西菖蒲バイパス 埼玉県 埼玉県
一般国道１４０号　皆野寄居バイパス 埼玉県 埼玉県
一般国道２９６号　八千代バイパス 千葉県 千葉県
一般国道４０６号　村山橋 長野県 長野県
一般国道１号　狩場工区 横浜市 神奈川県
一般国道２５３号　大平拡幅 新潟県 新潟県
一般国道４１７号　徳山バイパス 岐阜県 岐阜県
一般国道４１９号　梅坪拡幅 愛知県 愛知県
一般国道３１１号　波田須磯崎バイパス 三重県 三重県
一般国道３６８号　仁柿峠バイパス 三重県 三重県
一般国道３６５号　梅浦バイパス 福井県 福井県
一般国道２５０号　飾磨バイパス 兵庫県 兵庫県
一般国道３０８号　大宮道路 奈良県 奈良県
一般国道４７７号　大布施拡幅 京都市 京都府
一般国道４３８号　府能バイパス 徳島県 徳島県
一般国道４４１号　鳥鹿野拡幅 愛媛県 愛媛県
一般国道２１７号　白木拡幅 大分県 大分県
一般国道４４８号　船間道路 鹿児島県 鹿児島県
下白銀町福村線 青森県 青森県
都市モノレール多摩南北線 東京都 東京都
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安浦下浦線 神奈川 神奈川県
向ヶ丘遊園駅菅生線 川崎市 神奈川県
桂町戸塚遠藤線（小菅ヶ谷・舞岡地区） 横浜市 横浜市
環状３号線 横浜市 横浜市
横浜伊勢原線（和泉・上飯田地区） 横浜市 横浜市
上島柏原線 浜松市 静岡県
鰯ヶ島八楠線 焼津市 静岡県
JR東海道本線等連続立体交差事業（蒲郡市） 愛知県 愛知県
名鉄名古屋本線 名古屋市 愛知県
千里丘三島線 大阪府 大阪府
ＪＲ山陽本線等連続立体交差事業（加古川市） 兵庫県 兵庫県
新庄長柄線 大阪市 大阪府
宍道中央線 宍道町 島根県
環状一号線 山口県 山口県
浦上川線 長崎県 長崎県

【港湾整備事業】
（直轄）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）
青森港　沖館地区・油川地区　防波堤整備事業 国 青森県
尼崎西宮芦屋港　尼崎地区　多目的国際ターミナ
ル整備事業

国 兵庫県

岩国港　室の木地区　多目的国際ターミナル整備
事業

国 山口県

（補助等）
事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

仏ヶ浦港　長後地区　旅客船ターミナル整備事業 青森県 青森県
本荘港　田尻地区　小型船だまり整備事業 秋田県 秋田県
新潟港西港区　入舟地区　港湾緑地整備事業 新潟県 新潟県
新潟港西港区　信濃川左岸地区　港湾緑地整備事
業

新潟県 新潟県

鷹巣港　和布地区　小型船だまり整備事業 福井県 福井県
久美浜港　久美浜地区　港湾緑地整備事業 京都府 京都府
萩港　後小畑地区　港湾環境整備事業 山口県 山口県
江迎港　口ノ里地区　小型船だまり整備事業 長崎県 長崎県
串木野新港　串木野地区　国内物流ターミナル整
備事業

鹿児島県 鹿児島県

東之浜港　東之浜地区　離島ターミナル整備事業 十島村 鹿児島県

【空港整備事業】
（直轄）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）
東京国際空港沖合展開事業第３期計画 国 東京都
成田国際空港平行滑走路整備事業 成田国際空港株式会社 千葉県
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【土地区画整理事業】
（補助等）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）
美唄駅周辺土地区画整理事業 美唄市 北海道
坂下東第一土地区画整理事業 会津坂下町 福島県
荒井土地区画整理事業 仙台市 宮城県
宝泉南部土地区画整理事業 太田市 群馬県
大間木水深特定土地区画整理事業 さいたま市大間木水深

特定土地区画整理組合
埼玉県

高坂駅東口第一土地区画整理事業 東松山市 埼玉県
芝東第４土地区画整理事業 川口市 埼玉県
北五井土地区画整理事業 市原市 千葉県
瑞江駅西部土地区画整理事業 東京都 東京都
稲城百村地区土地区画整理事業 稲城市 東京都
瑞江駅北部地区土地区画整理事業 江戸川区 東京都
東小金井駅北口地区土地区画整理事業 小金井市 東京都
青木土地区画整理事業 青木土地区画整理組合 静岡県
鷲津駅前土地区画整理事業 湖西市 静岡県
駅東土地区画整理事業 岡崎市 愛知県
石原土地区画整理事業 福知山市 京都府
東舞鶴駅周辺地区土地区画整理事業 舞鶴市 京都府
加古川駅北土地区画整理事業 加古川市 兵庫県
西部第四土地区画整理事業 岡山市 岡山県
古新開土地区画整理事業 呉市 広島県
清水第三地区土地区画整理事業 清水第三土地区画整理組合 高知県
諫早南部第１地区土地区画整理事業 諌早市 長崎県
横尾土地区画整理事業 大分市 大分県
吉川駅南土地区画整理事業 都市基盤整備公団 埼玉県
盛岡南新都市土地区画整理事業 地域振興整備公団 岩手県

【市街地再開発事業】
（補助等）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

粕壁三丁目Ａ街区市街地再開発事業 粕壁三丁目Ａ街区
市街地再開発組合

埼玉県

千葉駅西口地区市街地再開発事業 千葉市 千葉県

国領駅北地区市街地再開発事業 国領駅北地区
市街地再開発組合

東京都

北仲通南地区市街地再開発事業 都市基盤整備公団 神奈川県
日比野地区市街地再開発事業 名古屋市 愛知県

竹ノ塚駅西口南 竹ノ塚駅西口南地区
市街地再開発組合 東京都
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【公営住宅整備事業】
（補助等）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）
戸山団地 青森市 青森県

【住宅地区改良事業】
（補助等）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）
崇仁北三地区住宅地区改良事業 京都市 京都府
崇仁北四地区住宅地区改良事業 京都市 京都府
戸ノ内第三地区住宅地区改良事業 尼崎市 兵庫県

【住宅市街地基盤整備事業】
（補助等）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）
一級小野川（牛久北部他１土地区画整理） 茨城県 茨城県
一級中野川（伊奈・谷和原丘陵部土地区画整理） 茨城県 茨城県
一級中野川（伊奈・谷和原丘陵部土地区画整理） 茨城県 茨城県
一級河川西方川（菊川インター南部） 静岡県 静岡県
一級志染川（阪神花山団地他４） 兵庫県 兵庫県
東野田茨田線（茨田大宮） 大阪市 大阪市
市道三原町浜平町線（三原台ニュータウン） 長崎市 長崎県
３・３・２３,3･3･25千葉ニュータウン関連街路
（千葉ニュータウン）

都市基盤整備公団 千葉県

【住宅市街地総合整備事業】
（補助等）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）
旗の台・中延地区住宅市街地総合整備事業 品川区 東京都
仲宿地区住宅市街地総合整備事業 板橋区 東京都
上板橋駅南口地区住宅市街地総合整備事業 板橋区 東京都
庄内地区住宅市街地総合整備事業 豊中市 大阪府

【下水道事業】
（補助等）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）
鵜住居都市下水路 釜石市 岩手県
阿武隈川上流流域下水道事業（県北処理区） 福島県 福島県
阿武隈川上流流域下水道事業（県中処理区） 福島県 福島県
東村山市公共下水道事業 東村山市 東京都
須玉町特定環境保全公共下水道事業 須玉町 山梨県
飯田市公共下水道事業 飯田市 長野県
塩尻市公共下水道事業 塩尻市 長野県
日光川上流流域下水道事業 愛知県 愛知県
一宮市公共下水道事業 一宮市 愛知県
尾西市公共下水道事業 尾西市 愛知県
稲沢市公共下水道事業 稲沢市 愛知県
木曽川町公共下水道事業 木曽川町 愛知県
祖父江町公共下水道事業 祖父江町 愛知県
磯部都市下水路事業 磯部町 三重県
児島湖流域下水道事業 岡山県 岡山県
宮島町公共下水道 宮島町 広島県
大和町特定環境保全公共下水道 大和町 広島県
琴海町公共下水道事業 琴海町 長崎県
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【都市公園事業】
（補助等）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）
三沢市民の森整備事業 三沢市 青森県
駅前公園整備事業 青森市 青森県
東公園整備事業 黒石市 青森県
黒石運動公園整備事業 黒石市 青森県
大年寺山公園整備事業 仙台市 仙台市
鹿島灘海浜公園整備事業 茨城県 茨城県
前橋公園整備事業 前橋市 群馬県
鳥屋野潟公園整備事業 新潟県 新潟県
片浜北公園整備事業 沼津市 静岡県
戸田川緑地整備事業 名古屋市 名古屋市
明徳公園整備事業 名古屋市 名古屋市
大阪国際空港周辺緑地整備事業 豊中市 大阪府
五月山緑地整備事業 池田市 大阪府
紫金山公園整備事業 吹田市 大阪府
寝屋川公園整備事業 寝屋川市 大阪府
大仙公園整備事業 堺市 大阪府
藤枝総合運動公園整備事業 藤枝市 静岡県
東公園整備事業 鳥栖市 佐賀県
伊万里ファミリーパーク整備事業 伊万里市 佐賀県
残波岬公園整備事業 読谷村 沖縄県
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[公共事業関係費]

【河川事業】
（直轄）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）
音別川直轄河川改修事業 国 北海道
阿武隈川下流直轄河川改修事業（鳩原地区） 国 宮城県
阿武隈川下流五間堀川分水路建設事業 国 宮城県
ＪＲ東北本線名取川鉄道橋改築事業 国 宮城県
四日町排水機場整備事業 国 静岡県
正木川排水機場整備事業 国 岐阜県
芦田川特定構造物改築事業（早田堰） 国 広島県
内田川排水機場 国 熊本県
石狩川上流流水保全水路整備事業 国 北海道
石狩川上流消流雪用水導入事業 国 北海道
阿武隈川上流直轄河川環境整備事業
（水環境整備事業）

国 福島県

宮川直轄河川環境整備事業（河川利用推進事業） 国 三重県
彦山川直轄河川環境整備事業（水環境整備事業） 国 福岡県

【ダム事業】
（直轄）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）
滝里ダム建設事業 国 北海道
北千葉導水事業 国 千葉県
鹿ノ子ダム湖活用環境整備事業 国 北海道
田瀬ダム湖活用環境整備事業 国 岩手県
手取川ダムダム湖活用環境整備事業 国 石川県
大町ダムダム湖活用環境整備事業 国 長野県
小渋ダム水環境改善事業 国 長野県
新豊根ダム湖活用環境整備事業 国 愛知県
岩屋ダム湖活用環境整備事業 国 岐阜県
土師ダム湖活用環境整備事業 国 広島県
池田ダム湖活用環境整備事業 国 徳島県
ダム湖活用環境整備事業(鶴田ダム) 国 鹿児島県

【海岸事業】

（補助等）
事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

相良港海岸　侵食対策事業 静岡県 静岡県
宇治山田港海岸　侵食対策事業 三重県 三重県

【道路・街路事業】
（直轄）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）
一般国道５号　長万部バイパス 国 北海道
一般国道３６号　大曲拡幅 国 北海道
一般国道２３８号　斜内防災 国 北海道
一般国道４５２号　幾春別道路 国 北海道
一般国道７号　吹浦バイパス事業 国 山形県
一般国道４７号　南野バイパス事業 国 山形県
一般国道４９号　若松拡幅事業 国 福島県

別表４　完了後の事後評価を実施する公共事業
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一般国道１１２号　白岩バイパス事業 国 山形県
一般国道１６号　相模原拡幅 国 神奈川県
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一般国道１５８号　中部縦貫自動車道　油坂峠道
路

国及び日本道路公団 岐阜県、福井県

一般国道１９号　瑞浪バイパス 国 岐阜県
一般国道５３号　河原道路 国 鳥取県
一般国道２号　小郡道路 国 山口県
一般国道１９７号　鹿野川道路 国 愛媛県
一般国道２０５号　川棚改良 国 長崎県
一般国道２０５号　針尾バイパス 国 長崎県
一般国道１０号　宮崎西バイパス 国 宮崎県
北海道横断自動車道　千歳恵庭JCT～夕張 日本道路公団 北海道
北関東自動車道・東水戸道路　友部～ひたちなか 国及び日本道路公団 茨城県
本州四国連絡道路事業(環境に関する部分のみ) 本州四国連絡橋公団 兵庫県、徳島県、

広島県、愛媛県

（補助等）
事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

一般国道２５０号　明姫幹線 兵庫県 兵庫県

【港湾整備事業】
（直轄）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）
留萌港　古丹浜地区　国内物流ターミナル整備事
業

国 北海道

天塩港　本港地区　小型船だまり整備事業 国 北海道
金沢港大野地区　多目的国際ターミナル整備事業 国 石川県
細島港　白浜地区　多目的国際ターミナル整備事
業

国 宮崎県

【航路標識整備事業】
（直轄）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）
香深港東防波堤灯台 国 北海道
長万部港東防波堤灯台 国 北海道
宇鉄港東防波堤灯台 国 青森県
利島港西防波堤灯台 国 東京都
東京湾中ノ瀬西方（３基） 国 神奈川県
海野浦港西防波堤灯台 国 三重県
手結港外港第一防波堤灯台 国 高知県
家島港北防波堤灯台 国 兵庫県
尾道糸崎港戸崎北防波堤西灯台 国 広島県
讃岐江泊港沖防波堤灯台 国 香川県
厳原港北防波堤灯台 国 長崎県
矢部川口南灯台 国 福岡県
新井港防波堤灯台 国 京都府
伏木外港万葉区（２基） 国 富山県
鹿児島港本港南防波堤北灯台 国 鹿児島県
潮岬米粒岩照射灯 国 和歌山県
竹富島南方水路（２基） 国 沖縄県
播磨灘無線方位信号所 国 兵庫県
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［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６号館 国 東京都
札幌東税務署 国 北海道
五所川原地方合同庁舎 国 青森県
二戸地方合同庁舎 国 岩手県
盛岡地方気象台 国 岩手県
宮城県警察学校 国 宮城県
茂原地方合同庁舎 国 千葉県
台東地方合同庁舎 国 東京都
本郷税務署 国 東京都
飯田第２地方合同庁舎 国 長野県
警察大学校 国 東京都
警視庁警察学校 国 東京都
関税中央分析所 国 千葉県
国立公衆衛生院 国 埼玉県
横浜地方・簡易裁判所 国 神奈川県
魚津地方合同庁舎 国 富山県
岡崎地方合同庁舎 国 愛知県
名古屋税関西部出張所コンテナ貨物検査場 国 愛知県
敦賀駅前合同庁舎 国 福井県
神戸防災合同庁舎 国 兵庫県
大阪中之島合同庁舎 国 大阪県
久世税務署 国 岡山県
飯塚地方合同庁舎 国 福岡県
玉名地方合同庁舎 国 熊本県
臼杵税務署 国 大分県
宮崎地方気象台 国 宮崎県
佐世保地方合同庁舎 国 長崎県
鹿児島県警察機動隊 国 鹿児島県
古仁屋海上保安暑 国 鹿児島県
鹿児島税務署 国 鹿児島県
中城海上保安署 国 沖縄県

【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）

集中豪雨等監視、予測業務の強化のための観測施
設整備

国 埼玉県ほか
全国21箇所
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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 

ＩＴを活用した輸送等の高度化 港湾局 

豊かな生態系の保全と創造 港湾局 

リサイクルと廃棄物対策 港湾局 

ライフサイクル評価に基づく施設整備・補修技術 港湾局 

高潮・津波からの防護とソフト対策 港湾局 

調査・施工等の省力化・自動化 港湾局 

設計法の合理化と国際標準化 港湾局 

火山活動評価手法の開発研究 気象庁気象研究所 

ゴミゼロ型・資源循環型技術に関する研究 国土技術政策総合研究所 

健全な水循環系・流砂系の構築に関する研究 国土技術政策総合研究所 

都市地域の社会基盤・施設の防災性能評価・災害軽減 

技術の開発 

国土技術政策総合研究所 

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 

 

 

別表５－２ 事後評価を実施する研究開発課題 

課題名 評価実施主体 

木材活用型低環境負荷建築構造技術の開発 大臣官房技術調査課 

シックハウス対策技術の開発 大臣官房技術調査課 

強震観測網を用いた都市構造物群の耐震改修戦略シス

テムの開発 

大臣官房技術調査課 

財産保持性に優れた戸建制振住宅に関する研究開発 大臣官房技術調査課 

高解像度大気汚染モデルによる道路交通政策評価シス

テムの構築 

大臣官房技術調査課 

圧電高分子膜による軽量遮音パネルの研究開発 大臣官房技術調査課 

建築インフィルの静脈ロジスティックス支援ツールの

開発 

大臣官房技術調査課 

環境ホルモンの無害化と暴露量削減に関する研究開発 大臣官房技術調査課 

環境修復機能の高い人工干潟設計システム開発に 

関する研究 

大臣官房技術調査課 

鋼構造物の損傷度診断のための高精度超音波技術の 

開発 

大臣官房技術調査課 

地震発生過程の詳細なモデリングによる東海地震発生

の推定精度向上に関する研究 

気象庁気象研究所 
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公共事業評価手法の高度化に関する研究 国土技術政策総合研究所 

火山斜面地の地形変化に関する研究 国土地理院 

干渉合成開口レーダの解析技術に関する研究 国土地理院 
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