
（別紙２）

（金額単位：百万円）

蘇我臨海地区(川崎町南北線) 都市公団 千葉県千葉市中央区 335 670
都市再生緊急整備地域

（千葉蘇我臨海地域）
一般国道468号首都圏中央連絡自動
車道（茂原～木更津）

国土交通省 千葉県茂原市～木更津市 533 800
大都市圏における環状道路体系の整備

（第２次決定）
２件 868 1,470

東急目蒲線 東京都 東京都品川区 300 600 密集市街地の緊急整備（第３次決定）
補助第２６号線（板橋区） 東京都 東京都板橋区 200 400 密集市街地の緊急整備（第３次決定）
環状第８号線 東京都 東京都板橋区 300 600 密集市街地の緊急整備（第３次決定）

宇喜田公園 東京都 東京都江戸川区 60 120
大都市圏における都市環境インフラの再生

（第３次決定）

武蔵野の森公園 東京都
東京都調布市・三鷹市・府
中市

30 60
大都市圏における都市環境インフラの再生

（第３次決定）

野山北・六道山公園 東京都 東京都武蔵村山市 53 105
大都市圏における都市環境インフラの再生

（第３次決定）

都営港南四丁目第３団地 東京都 東京都港区 210 420

都心部における保育所待機児童の解消
　（第２次決定）
都市における既存ストックの有効活用

（第３次決定）

渋谷川、古川 東京都 東京都港区 17 51
大都市圏における都市環境インフラの再生

（第３次決定）
一般国道20号
新宿駅南口地区基盤整備事業

国土交通省 東京都新宿区 200 300 都市再生緊急整備地域（新宿駅周辺地域）

一般国道20号
新宿駅南口地区基盤整備事業

国土交通省 東京都新宿区 1,333 2,000 都市再生緊急整備地域（新宿駅周辺地域）

京成電鉄本線　日暮里駅
日暮里駅整

備（株）
東京都荒川区 20 100

大都市圏における国際交流・物流機能の強化
（第２次決定）

１１件 2,723 4,756

一般国道468号首都圏中央連絡自動
車道（さがみ縦貫道路（茅ヶ崎～海老

国土交通省
神奈川県茅ヶ崎市～海老
名市

267 400
大都市圏における環状道路体系の整備

（第２次決定）

京浜急行本線　横浜駅
横浜高速鉄

道（株）
神奈川県横浜市西区 62 310 都市再生緊急整備地域（横浜駅周辺地域）

２件 329 710

一般国道475号　東海環状自動車道
                           （豊田－瀬戸）

国土交通省 愛知県豊田市～瀬戸市 467 700
大都市圏における環状道路体系の整備

（第２次決定）
一般国道475号　東海環状自動車道
     　                  　（豊田－瀬戸）

国土交通省 愛知県豊田市～瀬戸市 467 700
大都市圏における環状道路体系の整備

（第２次決定）
２件 933 1,400

一般国道475号　東海環状自動車道
　　　　　　　　　　　　　　　　（土岐－関）

国土交通省 岐阜県土岐市～関市 755 1,100
大都市圏における環状道路体系の整備

（第２次決定）
１件 755 1,100

京町家再生モデル住宅による普及啓
発

京都市 京都府京都市東山区 20 40
都市における既存ストックの活用

（第３次決定）
一般国道478号　京都第二外環状道路
               （大山崎町～久御山町）

国土交通省
京都府乙訓郡大山崎町～
久世郡久御山町

67 100
大都市圏における環状道路体系の整備

（第２次決定）
２件 87 140

寝屋川南部地下河川　若江調整池 大阪府 大阪府東大阪市・八尾市 275 550
大都市圏における都市環境インフラの再生

（第３次決定）

寝屋川　大東中央調整池 大阪府 大阪府大東市 50 100
大都市圏における都市環境インフラの再生

（第３次決定）

寝屋川　宝町調整池 大阪府 大阪府東大阪市 50 100
大都市圏における都市環境インフラの再生

（第３次決定）

大阪市中央区他 大阪府 大阪府大阪市西区 100 200
大都市圏における都市環境インフラの再生

（第３次決定）

西大阪地区、安治川 大阪府 大阪府大阪市西区 105 350
大都市圏における都市環境インフラの再生

（第３次決定）

旧淀川 大阪府 大阪府大阪市西区 15 30
大都市圏における都市環境インフラの再生

（第３次決定）

道頓堀川 大阪市 大阪府大阪市中央区 30 90
大都市圏における都市環境インフラの再生

（第３次決定）
主要地方道　京都守口線
　　　　　　　　　　　（寝屋川工区）

大阪府 大阪府守口市 225 450 都市再生緊急整備地域（守口大日地域）

主要地方道　大阪中央環状線
　　　　　　　　　　　（旧鳥飼大橋）

大阪府 大阪府守口市 100 200 都市再生緊急整備地域（守口大日地域）

一般府道　住吉八尾線 大阪府 大阪府松原市 40 80
大都市圏における環状道路体系の整備

（第２次決定）

京阪中之島新線（天満橋～玉江橋間）
中之島高速

鉄道(株)
大阪府大阪市 128 498 都市再生緊急整備地域（中之島地域）

１１件 1,118 2,648

新交通専用道５号線 神戸市 兵庫県神戸市中央区 1,250 2,500
都市再生緊急整備地域

（神戸ポートアイランド西地域）
１件 1,250 2,500

太田川水系天満川 国土交通省 広島県広島市西区 34 50
地方中枢都市における先進的で個性ある
都市づくり  （第４次決定）

太田川水系元安川 国土交通省 広島県広島市中区 20 30
地方中枢都市における先進的で個性ある
都市づくり  （第４次決定）

２件 54 80

一般国道3号　黒崎バイパス 国土交通省 福岡県北九州市八幡西区 667 1,000
都市再生緊急整備地域

（北九州黒崎駅南地域）

一般国道202号　福岡外環状道路 国土交通省 福岡県福岡市南区 400 600
大都市圏における環状道路体系の整備

（第２次決定）
２件 1,067 1,600

３６件 9,184 16,404

千葉県

平成１５年度　都市再生プロジェクト事業推進費（事業分）実施計画一覧表

都道府県別
事業主体 施行地 国費 事業費 プロジェクト名等

事業名

街路事業

街路事業

街路事業
街路事業

公営住宅等関連推進事
業

河川環境整備事業

都市公園事業

都市公園事業

都市公園事業

統合一級河川整備事業

河川環境整備事業

直轄河川改修事業

総合治水対策特定河川
事業
総合治水対策特定河川
事業
総合治水対策特定河川
事業

情報基盤緊急整備事業

道路改築事業

道路改築事業

道路改築事業

道路改築事業

千葉県計
東京都

道路改築事業

道路改築事業

公営住宅整備事業

街路事業

道路改築事業

道路改築事業

道路改築事業

愛知県計

京都府

京都府計
大阪府

福岡県

直轄河川改修事業

耐震対策河川事業

総計

東京都計
神奈川県

神奈川県計

岐阜県

岐阜県計

愛知県

道路改築事業

道路改築事業

道路改築事業

福岡県計

鉄道駅総合改善事業

鉄道駅総合改善事業

地下鉄建設事業

大阪府計
兵庫県

兵庫県計
広島県

広島県計

道路改築事業


