
別添２

※　個別の案件の詳細（個票）は、国土交通省のホームページをご覧ください。

   （https://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/kokudoseisaku_tk9_000021.html）

    また、各案件をクリックすると詳細（個票）のページが開きます。 

【災害対策事業】

事業費
国費

（配分額）

１．洪水対策・浸水対策

河川(直轄）

（1） 河川維持修繕事業 湧別川水系湧別川 国土交通省 北海道 紋別郡湧別町旭地先 510.000 510.000

（2） 河川維持修繕事業 狩野川水系狩野川 国土交通省 静岡県
沼津市我入道地先～伊豆市柏
久保地先 206.580 206.580

（3） 河川維持修繕事業 安倍川水系安倍川 国土交通省 静岡県
静岡市駿河区広野地先～静岡
市葵区油島地先 832.700 832.700

（4） 河川維持修繕事業 木曽川水系木曽川上流 国土交通省 岐阜県
海津市福岡地先～可児市川合
地先 110.000 110.000

（5） 河川維持修繕事業 木曽川水系木曽川下流 国土交通省
三重県
岐阜県

三重県桑名郡木曽岬町新輪地
先～岐阜県海津市福岡地先 334.950 334.950

（6） 河川維持修繕事業 庄内川水系庄内川 国土交通省
愛知県
岐阜県

愛知県名古屋市港区空見町地
先～岐阜県多治見市諏訪町川
西地先

121.000 121.000

（7） 河川維持修繕事業 鈴鹿川水系鈴鹿川 国土交通省 三重県 亀山市阿野田町地先 33.000 33.000

（8） 河川維持修繕事業 高梁川水系高梁川 国土交通省 岡山県 倉敷市川辺地先 40.000 40.000

（9） 河川維持修繕事業 球磨川水系球磨川 国土交通省 熊本県
葦北郡芦北町海路地先～球磨
郡水上村岩野地先 250.800 250.800

（10） 河川維持修繕事業 緑川水系緑川 国土交通省 熊本県
宇土市新開町地先～熊本市南
区川口町地先 16.000 16.000

（11） 河川維持修繕事業 川内川水系川内川上流 国土交通省
鹿児島県
宮崎県

鹿児島県伊佐市大口曽木～宮
崎県えびの市原田地先 237.300 237.300

（12） 河川維持修繕事業 川内川水系川内川下流 国土交通省 鹿児島県
薩摩川内市久見崎地先～さつ
ま町鶴田地先 259.700 259.700

河川(補助）

防災・安全社会資本整備交付金事業

（交付金計画名：洪水や土砂災害などの大
規模自然災害対策の推進（防災・安全））

防災・安全社会資本整備交付金事業

（交付金計画名：福井県全域における総合
的な浸水対策等の推進（防災・安全））

計 14件 4,011.030 3,481.530

２．崖崩れ・法面崩壊等対策

道路(直轄）

（15） 道路維持管理事業
北海道横断自動車道黒松内北
見線

国土交通省 北海道 常呂郡訓子府町字大谷 330.000 330.000

（16） 道路維持管理事業
一般国道9号多伎・朝山道路
（山陰道）

国土交通省 島根県 大田市朝山町仙山 120.000 120.000

（17） 道路維持管理事業 一般国道9号 国土交通省 島根県 大田市仁摩町馬路 33.000 33.000

道路(補助）

（18） 道路更新防災等対策事業 主要地方道伊東西伊豆線 静岡県 静岡県 賀茂郡西伊豆町一色 140.000 70.000

（19） 道路更新防災等対策事業 主要地方道伊東西伊豆線 静岡県 静岡県 伊豆市湯ヶ島 47.000 23.500

（20） 道路更新防災等対策事業 一般県道下徳良本郷線 広島県 広島県 三原市本郷町船木 63.000 31.500

（21） 道路更新防災等対策事業 主要地方道本郷大和線 広島県 広島県 三原市大和町平坂地内 30.000 15.000

（22） 道路更新防災等対策事業 主要地方道高知伊予三島線 高知県 高知県 高知市鏡狩山 25.000 12.500

林野(直轄）

（23） 治山事業 紀伊田辺（上秋津）地区 林野庁 和歌山県 田辺市上秋津川中口 485.000 485.000

計 9件 1,273.000 1,120.500

３．暴風・波浪等対策

道路(直轄）

（24） 道路維持管理事業 一般国道278号 国土交通省 北海道 函館市古部町 300.000 300.000

海上交通（直轄）

（25） 船舶交通安全基盤整備事業 久六島ほか 海上保安庁 青森県ほか 西津軽郡深浦町久六島ほか 479.946 479.946

（26） 船舶交通安全基盤整備事業 大魚島 海上保安庁 青森県 下北郡佐井村磯谷地先 52.946 52.946

（27） 船舶交通安全基盤整備事業 曽津高埼 海上保安庁 鹿児島県
大島郡瀬戸内町大字西古見字
車崎 70.290 70.290

計 4件 903.182 903.182

災害対策事業　計 27件 6,187.212 5,505.212

令和３年度 第２回 防災・減災対策等強化事業推進費 執行地区一覧表

［金額単位：百万円］

種　別 実施計画額

事業名
事業主体名 施行地

（13） 砂押川水系旧砂押川 宮城県 宮城県 宮城郡七ヶ浜町遠山地先 600.000 300.000

（14） 九頭竜川水系足羽川 福井県 福井県 福井市蔵作町地内 459.000 229.500
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令和３年度 第２回 防災・減災対策等強化事業推進費 執行地区一覧表
【公共交通安全対策事業】

事業費
国費

（配分額）

１．交通安全対策

陸上交通（補助）

（28） 道路交通安全施設等整備事業 市道102号線ほか10箇所 八街市 千葉県 八街市八街字榎台地先ほか 50.000 25.000

海上交通（直轄）

（29） 船舶交通安全基盤整備事業 来島海峡航路ほか 海上保安庁 愛媛県ほか 今治市湊町２丁目ほか 1,324.526 1,324.526

計 2件 1,374.526 1,349.526

公共交通安全対策事業　計 2件 1,374.526 1,349.526

【事前防災対策事業】

事業費
国費

（配分額）

１．洪水対策・浸水対策

河川（直轄）

（30） 河川改修事業 阿武隈川水系阿武隈川 国土交通省 宮城県 角田市小坂地先 150.000 150.000

（31） 河川改修事業 最上川水系須川 国土交通省 山形県 山形市中野地先 200.000 200.000

（32） 河川改修事業 利根川水系小貝川 国土交通省 茨城県 下妻市柳原地先 126.000 126.000

（33） 河川改修事業 安倍川水系安倍川 国土交通省 静岡県 静岡市葵区安倍口地先 300.000 300.000

（34） 河川改修事業 大井川水系大井川 国土交通省 静岡県 島田市神座地先 307.000 307.000

（35） 河川改修事業 櫛田川水系櫛田川 国土交通省 三重県 松阪市魚見町地先 290.000 290.000

（36） 河川改修事業 小瀬川水系小瀬川 国土交通省 山口県 岩国市小川津地先 110.000 110.000

河川（補助）

防災・安全社会資本整備交付金事業

（交付金計画名：広島県地域における流域
一体となった総合的な治水対策の推進（防
災・安全）緊急対策）

（38） 大規模特定河川事業 芦田川水系福川 広島県 広島県 福山市神島町地先 150.000 75.000

（39） 河川災害復旧等関連緊急事業 筑後川水系桂川・荷原川 福岡県 福岡県 朝倉市入地地先 1,000.000 500.000

計 10件 2,793.000 2,138.000

２．崖崩れ・法面崩壊等対策

砂防（直轄）

（40） 特定緊急砂防事業 筑後川水系赤谷川 国土交通省 福岡県 朝倉市杷木松末地先 550.000 550.000

砂防（補助）

防災・安全社会資本整備交付金事業

（交付金計画名：安心して暮らせるふるさ
と岐阜県づくり「要配慮者利用施設等を守
る土砂災害対策」の推進（重点）（防災・
安全））

道路（直轄）

（42） 道路維持管理事業 一般国道45号 国土交通省 岩手県 久慈市夏井町 250.000 250.000

（43） 道路維持管理事業 一般国道19号 国土交通省 長野県 長野市小松原地先 1,000.000 1,000.000

（44） 道路維持管理事業 一般国道42号 国土交通省 三重県 北牟婁郡紀北町海山区便ノ山 85.000 85.000

計 5件 2,565.000 2,225.000

３．鉄道施設の浸水対策

鉄道（補助）

（45） 都市鉄道整備事業 三田線　春日駅 東京都 東京都 文京区本郷4丁目 10.145 2.556

（46） 都市鉄道整備事業 大江戸線　牛込神楽坂駅 東京都 東京都 新宿区箪笥町 2.037 0.513

（47） 都市鉄道整備事業 大江戸線　飯田橋駅 東京都 東京都 文京区後楽1丁目 8.219 2.071

計 3件 20.401 5.140

［金額単位：百万円］

種　別 実施計画額

事業名

［金額単位：百万円］

種　別 実施計画額

事業名

事業主体名 施行地

事業主体名 施行地

（37） 芦田川水系瀬戸川 広島県 広島県 福山市草戸町地先 160.000 80.000

（41） 奥田洞谷 岐阜県 岐阜県 郡上市大和町島 680.000 340.000
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令和３年度 第２回 防災・減災対策等強化事業推進費 執行地区一覧表

事業費
国費

（配分額）

４．鉄道施設の耐震対策

鉄道（補助）

（48） 都市鉄道整備事業
ブルーライン　センター北・
仲町台

横浜市 神奈川県
横浜市港北区北新横浜１丁目
外 29.580 7.454

（49） 都市鉄道整備事業
鶴舞線　御器所駅・いりなか
駅

名古屋市 愛知県
名古屋市昭和区御器所通3丁
目外 17.199 4.334

（50） 都市鉄道整備事業 東山線　上社駅・本郷駅間 名古屋市 愛知県 名古屋市名東区上社1丁目外 78.625 19.813

（51） 鉄道施設総合安全対策事業 大洗鹿島線　水戸・東水戸間
鹿島臨海鉄道株

式会社
茨城県 水戸市浜田2丁目 16.000 5.333

（52） 鉄道施設総合安全対策事業 日光線栃木・新栃木間
東武鉄道株式会

社
栃木県 栃木市沼和田町地内 26.000 6.500

（53） 鉄道施設総合安全対策事業 伊勢崎線　太田駅
東武鉄道株式会

社
群馬県 太田市東本町外 63.000 15.750

（54） 鉄道施設総合安全対策事業 伊勢崎線　越谷駅
東武鉄道株式会

社
埼玉県 越谷市弥生町 65.000 16.250

（55） 鉄道施設総合安全対策事業 伊勢崎線　蒲生駅
東武鉄道株式会

社
埼玉県 越谷市蒲生寿町 19.000 4.750

（56） 鉄道施設総合安全対策事業
東葉高速線　西船橋・東葉勝
田台間

東葉高速鉄道株
式会社

千葉県 八千代市大和田新田字外 360.000 120.000

（57） 鉄道施設総合安全対策事業 京成本線　京成高砂駅
京成電鉄株式会

社
東京都 葛飾区高砂５丁目 100.500 25.125

（58） 鉄道施設総合安全対策事業 東横線　中目黒駅
東急電鉄株式会

社
東京都 目黒区上目黒３丁目 64.000 16.000

（59） 鉄道施設総合安全対策事業 大井町線　旗の台・北千束間
東急電鉄株式会

社
東京都 大田区北千束２丁目 111.000 27.750

（60） 鉄道施設総合安全対策事業
臨海副都心線　新木場・東雲
間

東京臨海高速鉄
道株式会社

東京都 江東区辰巳外 192.000 64.000

（61） 鉄道施設総合安全対策事業 鉄道線　八幡駅
遠州鉄道株式会

社
静岡県 浜松市中区八幡町 171.000 57.000

（62） 鉄道施設総合安全対策事業
天竜浜名湖線　戸綿・遠州森
間

天竜浜名湖鉄道
株式会社

静岡県 周智郡森町睦実外 8.000 2.666

（63） 鉄道施設総合安全対策事業
天竜浜名湖線　円田・遠江一
宮間

天竜浜名湖鉄道
株式会社

静岡県 周智郡森町円田外 11.000 3.666

（64） 鉄道施設総合安全対策事業
名古屋本線　島氏永・名鉄一
宮間

名古屋鉄道株式
会社

愛知県
一宮市大和町妙興寺北浦宮地
外 293.000 73.250

（65） 鉄道施設総合安全対策事業
名古屋本線　名電山中・名電
長沢間

名古屋鉄道株式
会社

愛知県 岡崎市本宿町森本外 200.000 50.000

（66） 鉄道施設総合安全対策事業 常滑線　太田川・寺本間
名古屋鉄道株式

会社
愛知県 東海市養父町八ヶ池外 224.000 56.000

（67） 鉄道施設総合安全対策事業 常滑線　神宮前・大江間
名古屋鉄道株式

会社
愛知県 名古屋市南区豊外 142.000 35.500

（68） 鉄道施設総合安全対策事業 瀬戸線　大曽根・矢田間
名古屋鉄道株式

会社
愛知県 名古屋市東区矢田１丁目 101.000 25.250

（69） 鉄道施設総合安全対策事業 豊田線　赤池・日進間
名古屋鉄道株式

会社
愛知県 日進市栄 29.090 7.272

（70） 鉄道施設総合安全対策事業
名古屋線　近鉄弥富・佐古木
間

近畿日本鉄道株
式会社

愛知県 弥富市又八3丁目 42.000 10.500

（71） 鉄道施設総合安全対策事業 名古屋線　佐古木・富吉間
近畿日本鉄道株

式会社
愛知県 愛西市善太新田町 65.000 16.250

（72） 鉄道施設総合安全対策事業
名古屋線　近鉄長島・近鉄弥
富間

近畿日本鉄道株
式会社

愛知県 弥富市小島町下新田 19.000 4.750

（73） 鉄道施設総合安全対策事業 名古屋線　海山道・新正間
近畿日本鉄道株

式会社
三重県 四日市市大井の川町1丁目外 29.000 7.250

（74） 鉄道施設総合安全対策事業 名古屋線　桑名・近鉄長島間
近畿日本鉄道株

式会社
三重県 桑名市大字東方字播磨字宮西 43.000 10.750

（75） 鉄道施設総合安全対策事業
名古屋線　川越富洲原・伊勢
朝日間

近畿日本鉄道株
式会社

三重県
三重郡川越町大字豊田字子新
起 89.000 22.250

（76） 鉄道施設総合安全対策事業 大阪線　西青山駅
近畿日本鉄道株

式会社
三重県 伊賀市伊勢路 26.000 6.500

（77） 鉄道施設総合安全対策事業 大阪線　伊賀上津・西青山間
近畿日本鉄道株

式会社
三重県 伊賀市伊勢路 30.000 7.500

（78） 鉄道施設総合安全対策事業 大阪線　桜井・大和朝倉間
近畿日本鉄道株

式会社
奈良県 桜井市桜井外 83.000 20.750

（79） 鉄道施設総合安全対策事業
大阪線　室生口大野・三本松
間

近畿日本鉄道株
式会社

奈良県 宇陀市室生三本松 28.940 7.235

（80） 鉄道施設総合安全対策事業 大阪線　松塚・真菅間
近畿日本鉄道株

式会社
奈良県

大和高田市松塚～橿原市中曽
司町 54.300 13.575

（81） 鉄道施設総合安全対策事業 大阪線　大和朝倉・長谷寺間
近畿日本鉄道株

式会社
奈良県 桜井市脇本外 74.400 18.600

（82） 鉄道施設総合安全対策事業
大阪線　大阪上本町・法善寺
間

近畿日本鉄道株
式会社

大阪府
大阪市天王寺区上本町6丁目
～柏原市法善寺4丁目 175.000 43.750

（83） 鉄道施設総合安全対策事業 大阪線　鶴橋・布施間
近畿日本鉄道株

式会社
大阪府

大阪市生野区鶴橋2丁目～東
大阪市長堂1丁目 280.000 70.000

（84） 鉄道施設総合安全対策事業 大阪線　安堂・河内国分間
近畿日本鉄道株

式会社
大阪府

柏原市高井田～柏原市国分本
町1丁目 131.700 32.925

（85） 鉄道施設総合安全対策事業 大阪線　今里・布施間
近畿日本鉄道株

式会社
大阪府 大阪市生野区小路1丁目 32.100 8.025

（86） 鉄道施設総合安全対策事業 京都線　竹田・久津川間
近畿日本鉄道株

式会社
京都府

京都市伏見区竹田桶ノ井町～
城陽市平川東垣外 148.000 37.000

（87） 鉄道施設総合安全対策事業 奈良線　布施・若江岩田間
近畿日本鉄道株

式会社
大阪府

東大阪市長堂1丁目～東大阪
市岩田町4丁目 238.900 59.725

（88） 鉄道施設総合安全対策事業
南大阪線　大阪阿部野橋・河
内天美間

近畿日本鉄道株
式会社

大阪府
大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁
目～松原市天美南3丁目 36.000 9.000

（89） 鉄道施設総合安全対策事業 京阪本線　西三荘・門真市間
京阪電気鉄道株

式会社
大阪府 門真市元町 43.000 10.750

（90） 鉄道施設総合安全対策事業 京阪本線　天満橋駅
京阪電気鉄道株

式会社
大阪府 大阪市中央区天満橋京町 43.000 10.750

（91） 鉄道施設総合安全対策事業 南海本線　岸里玉出駅
南海電気鉄道株

式会社
大阪府 大阪市西成区岸里3丁目 90.000 22.500

（92） 鉄道施設総合安全対策事業 南海本線　湊駅
南海電気鉄道株

式会社
大阪府 堺市堺区出島町2丁目 50.000 12.500

（93） 鉄道施設総合安全対策事業 本線　千船駅
阪神電気鉄道株

式会社
大阪府 大阪市西淀川区佃３丁目 128.000 32.000

（94） 鉄道施設総合安全対策事業 本線　淀川・野田間
阪神電気鉄道株

式会社
大阪府 大阪市福島区海老江８丁目外 9.000 2.250

（95） 鉄道施設総合安全対策事業 本線　野田・福島間
阪神電気鉄道株

式会社
大阪府 大阪市福島区海老江１丁目外 64.000 16.000

（96） 鉄道施設総合安全対策事業 本線　住吉・杭瀬間
阪神電気鉄道株

式会社
兵庫県

神戸市東灘区住吉宮町５丁目
～尼崎市杭瀬本町１丁目 170.000 42.500

（97） 鉄道施設総合安全対策事業
阪神なんば線　千鳥橋・西九
条間

阪神電気鉄道株
式会社

大阪府 大阪市此花区四貫島１丁目外 24.000 6.000

（98） 鉄道施設総合安全対策事業 本線　山陽垂水・霞ヶ丘間
山陽電気鉄道株

式会社
兵庫県 神戸市垂水区神田町1丁目 51.000 17.000

（99） 鉄道施設総合安全対策事業 本線　大蔵谷・人丸前間
山陽電気鉄道株

式会社
兵庫県 明石市大蔵天神町1丁目 68.400 22.800

（100） 鉄道施設総合安全対策事業
水島本線　水島・三菱自工前
間、港東線　水島・東水島間

水島臨海鉄道株
式会社

岡山県 倉敷市水島東千鳥町 33.600 11.200

計 53件 4,720.334 1,256.248

種　別 実施計画額

事業名
事業主体名 施行地

4

https://www.mlit.go.jp/common/001426150.pdf#page=4
https://www.mlit.go.jp/common/001426150.pdf#page=5
https://www.mlit.go.jp/common/001426150.pdf#page=6
https://www.mlit.go.jp/common/001426150.pdf#page=7
https://www.mlit.go.jp/common/001426150.pdf#page=8
https://www.mlit.go.jp/common/001426150.pdf#page=9
https://www.mlit.go.jp/common/001426150.pdf#page=10
https://www.mlit.go.jp/common/001426150.pdf#page=11
https://www.mlit.go.jp/common/001426150.pdf#page=12
https://www.mlit.go.jp/common/001426150.pdf#page=13
https://www.mlit.go.jp/common/001426150.pdf#page=14
https://www.mlit.go.jp/common/001426150.pdf#page=15
https://www.mlit.go.jp/common/001426150.pdf#page=16
https://www.mlit.go.jp/common/001426150.pdf#page=17
https://www.mlit.go.jp/common/001426150.pdf#page=18
https://www.mlit.go.jp/common/001426150.pdf#page=19
https://www.mlit.go.jp/common/001426150.pdf#page=20
https://www.mlit.go.jp/common/001426150.pdf#page=21
https://www.mlit.go.jp/common/001426150.pdf#page=22
https://www.mlit.go.jp/common/001426150.pdf#page=23
https://www.mlit.go.jp/common/001426150.pdf#page=24
https://www.mlit.go.jp/common/001426150.pdf#page=25
https://www.mlit.go.jp/common/001426150.pdf#page=26
https://www.mlit.go.jp/common/001426150.pdf#page=27
https://www.mlit.go.jp/common/001426150.pdf#page=28
https://www.mlit.go.jp/common/001426150.pdf#page=29
https://www.mlit.go.jp/common/001426150.pdf#page=30
https://www.mlit.go.jp/common/001426150.pdf#page=31
https://www.mlit.go.jp/common/001426150.pdf#page=32
https://www.mlit.go.jp/common/001426150.pdf#page=33
https://www.mlit.go.jp/common/001426150.pdf#page=34
https://www.mlit.go.jp/common/001426150.pdf#page=35
https://www.mlit.go.jp/common/001426150.pdf#page=36
https://www.mlit.go.jp/common/001426150.pdf#page=37
https://www.mlit.go.jp/common/001426150.pdf#page=38
https://www.mlit.go.jp/common/001426150.pdf#page=39
https://www.mlit.go.jp/common/001426150.pdf#page=40
https://www.mlit.go.jp/common/001426150.pdf#page=41
https://www.mlit.go.jp/common/001426150.pdf#page=42
https://www.mlit.go.jp/common/001426150.pdf#page=43
https://www.mlit.go.jp/common/001426150.pdf#page=44
https://www.mlit.go.jp/common/001426150.pdf#page=45
https://www.mlit.go.jp/common/001426150.pdf#page=46
https://www.mlit.go.jp/common/001426150.pdf#page=47
https://www.mlit.go.jp/common/001426150.pdf#page=48
https://www.mlit.go.jp/common/001426150.pdf#page=49
https://www.mlit.go.jp/common/001426150.pdf#page=50
https://www.mlit.go.jp/common/001426150.pdf#page=51
https://www.mlit.go.jp/common/001426150.pdf#page=52
https://www.mlit.go.jp/common/001426150.pdf#page=53
https://www.mlit.go.jp/common/001426150.pdf#page=54
https://www.mlit.go.jp/common/001426150.pdf#page=55
https://www.mlit.go.jp/common/001426150.pdf#page=56


令和３年度 第２回 防災・減災対策等強化事業推進費 執行地区一覧表

事業費
国費

（配分額）

５．ホームドア整備

鉄道（補助）

（101） 鉄道施設総合安全対策事業 いずみ野線　三ツ境駅
相模鉄道株式会

社
神奈川県 横浜市瀬谷区三ツ境 279.000 93.000

（102） 鉄道施設総合安全対策事業 いずみ野線　南万騎が原駅
相模鉄道株式会

社
神奈川県 横浜市旭区柏町 279.000 93.000

（103） 鉄道施設総合安全対策事業 いずみ野線　緑園都市駅
相模鉄道株式会

社
神奈川県 横浜市泉区緑園3丁目 279.000 93.000

（104） 鉄道施設総合安全対策事業 いずみ野線　弥生台駅
相模鉄道株式会

社
神奈川県 横浜市泉区弥生台 279.000 93.000

（105） 鉄道施設総合安全対策事業 いずみ野線　いずみ野駅
相模鉄道株式会

社
神奈川県 横浜市泉区和泉町 546.000 182.000

（106） 鉄道施設総合安全対策事業 いずみ野線　いずみ中央駅
相模鉄道株式会

社
神奈川県 横浜市泉区和泉中央南5丁目 279.000 93.000

（107） 鉄道施設総合安全対策事業
臨海副都心線　東京テレポー
ト駅

東京臨海高速鉄
道株式会社

東京都 江東区青海一丁目 480.000 160.000

（108） 鉄道施設総合安全対策事業 大阪モノレール線　沢良宜駅
大阪モノレール

株式会社
大阪府 茨木市高浜町地先 148.940 49.646

（109） 鉄道施設総合安全対策事業
国際文化公園都市モノレール
線　豊川駅

大阪モノレール
株式会社

大阪府 茨木市豊川4丁目 146.120 48.706

（110） 鉄道施設総合安全対策事業
国際文化公園都市モノレール
線　公園東口駅

大阪モノレール
株式会社

大阪府 吹田市千里万博公園 148.500 49.500

計 10件 2,864.560 954.852

事前防災対策事業　計 81件 12,963.295 6,579.240

総　計 110件 20,525.033 13,433.978

種　別 実施計画額
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事業主体名 施行地

5

https://www.mlit.go.jp/common/001426150.pdf#page=57
https://www.mlit.go.jp/common/001426150.pdf#page=58
https://www.mlit.go.jp/common/001426150.pdf#page=59
https://www.mlit.go.jp/common/001426150.pdf#page=60
https://www.mlit.go.jp/common/001426150.pdf#page=61
https://www.mlit.go.jp/common/001426150.pdf#page=62
https://www.mlit.go.jp/common/001426150.pdf#page=63
https://www.mlit.go.jp/common/001426150.pdf#page=64
https://www.mlit.go.jp/common/001426150.pdf#page=65
https://www.mlit.go.jp/common/001426150.pdf#page=66

