
（金額単位：百万円）
都道府県名
事業名

宮城県

空港整備事業 仙台空港 国土交通省 宮城県名取市 114 171 ２次 大都市圏における国際交流・物流機能の強化

1件 114 171
群馬県

住宅市街地総合整備促進事業 羽黒地区 群馬県 群馬県伊勢崎市 13 25 ３次 都市における既存ストックの活用

1件 13 25
埼玉県

住宅市街地総合整備促進事業 川口駅周辺地区 都市機構 埼玉県川口市 105 209 法 都市再生緊急整備地域（川口駅周辺地域）

1件 105 209
東京都

交通円滑化事業 補助第２６号線 東京都 東京都品川区 115 230 ３次 密集市街地の緊急整備

都市再生推進事業 豊洲二丁目地区 都市機構 東京都江東区 25 75 法 都市再生緊急整備地域（東京臨海地域）

交通連携推進事業
一般国道20号
（新宿駅南口地区)

国土交通省 東京都新宿区,渋谷区 267 400 法 都市再生緊急整備地域（新宿駅周辺地域）

交通円滑化事業
主要地方道東京大師横浜線
（大師橋）　　　　　　　　　　　　※

東京都 東京都大田区 244 488 法 都市再生緊急整備地域（川崎殿町・大師河原地域）

公営住宅建設事業 都営池尻二丁目団地 東京都 東京都世田谷区 30 60 ３次 都市における既存ストックの活用

公営住宅建設事業 都営桐ヶ丘一丁目東地区 東京都 東京都北区 100 200
２次
３次

都心部における保育所待機児童の解消
都市における既存ストックの活用

空港整備事業 東京国際空港 国土交通省 東京都大田区 1,000 1,000 ２次 大都市圏における国際交流・物流機能の強化

7件 1,779 2,452
神奈川県

交通円滑化事業
主要地方道東京大師横浜線
（大師橋）　　　　　　　　　　　　※

川崎市 神奈川県川崎市川崎区 121 242 法 都市再生緊急整備地域（川崎殿町・大師河原地域）

地域連携推進事業 一般県道長竹川尻線 神奈川県 神奈川県津久井町,城山町 121 241 ２次 大都市圏における環状道路体系の整備

公営住宅建設事業 県営秦野団地 神奈川県 神奈川県秦野市 35 71 ３次 都市における既存ストックの活用

3件 277 554
石川県

直轄河川改修事業 梯川水系梯川 国土交通省 石川県小松市 288 400
全国都市再生モデル調査（梯川を核とした水と緑
を活かした潤いと安らぎのあるまちづくり調査）

河川改修事業 御祓川水系御祓川 石川県 石川県七尾市 20 40
全国都市再生のための緊急措置
（七尾駅周辺活性化プロジェクト）

2件 308 440
長野県

直轄河川改修事業 天竜川水系天竜川 国土交通省 長野県飯田市 61 86
全国都市再生のための緊急措置
（天竜峡エコバレープロジェクト）

1件 61 86
岐阜県

直轄河川改修事業 木曽川水系長良川 国土交通省 岐阜県岐阜市 440 640
全国都市再生モデル調査
（金崋山・長良川まるごと博物館）

1件 440 640
愛知県

交通円滑化事業
一般国道302号名古屋環状２号
（東部・東南部）

国土交通省
愛知県名古屋市
名東区,緑区

533 800 ２次 大都市圏における環状道路体系の整備

1件 533 800
三重県

直轄河川改修事業 宮川水系勢田川 国土交通省 三重県伊勢市 94 140
全国都市再生モデル調査
（伊勢二見地域観光交流空間づくり推進調査）

1件 94 140
大阪府

交通連携推進事業 千里丘三島線 大阪府 大阪府摂津市 225 449 ３次 密集市街地の緊急整備

交通連携推進事業 大阪モノレール 大阪府 大阪府茨木市 365 729 ２次 大阪圏におけるライフサイエンスの国際拠点形成

都市河川改修事業 淀川水系安治川 大阪府 大阪府大阪市西区 207 690 ３次 大都市圏における都市環境インフラの再生

都市河川改修事業 淀川水系尻無川 大阪府 大阪府大阪市大正区 45 150 ３次 大都市圏における都市環境インフラの再生

都市河川改修事業
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 600 1,200 ３次 大都市圏における都市環境インフラの再生

河川環境整備事業 大和川水系大和川 大阪府 大阪府松原市 15 30 ３次 大都市圏における都市環境インフラの再生

交通円滑化事業
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 468 936 法 都市再生緊急整備地域（守口大日地域）

沿道環境改善事業
主要地方道京都守口線
（寝屋川工区）

大阪府 大阪府寝屋川市 229 457 ３次 大都市圏における都市環境インフラの再生

地下高速鉄道整備事業 本町停留所 大阪市 大阪府大阪市中央区 12 46
３次
法

都市における既存ストックの活用、都市再生緊急整備地域（大阪
駅周辺・中之島・御堂筋周辺地域）、民間都市開発投資促進のた
めの緊急措置（御堂筋沿道地区開発）

9件 2,164 4,687
兵庫県

交通連携推進事業 新交通専用道２・５号線 神戸市 兵庫県神戸市中央区 220 440 法 都市再生緊急整備地域（神戸ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ西地域）

公営住宅建設事業 県営西ノ宮高砂高層団地 兵庫県 兵庫県西宮市 75 150 ３次 都市における既存ストックの活用

3件 295 590
広島県

直轄河川改修事業 太田川水系天満川 国土交通省 広島県広島市中区 55 81 ４次 地方中枢都市における先進的で個性ある都市づくり

空港整備事業 広島空港 国土交通省 広島県豊田郡本郷町 170 252 ２次 大都市圏における国際交流・物流機能の強化

2件 225 333
福岡県

交通連携推進事業 前田熊手線 北九州市
福岡県北九州市
八幡東区,八幡西区

96 192 法 都市再生緊急整備地域（北九州黒崎駅南地域）

地域連携推進事業 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 600 900 法 都市再生緊急整備地域（北九州黒崎駅南地域）

地域連携推進事業 一般国道202号福岡外環状道路 国土交通省 福岡県福岡市博多区,西区 158 238 ２次 大都市圏における環状道路体系の整備

空港整備事業 福岡空港 国土交通省 福岡県福岡市博多区 356 534 ２次 大都市圏における国際交流・物流機能の強化

住宅市街地総合整備促進事業 香椎・臨海東地区 福岡市 福岡県福岡市 475 1,031 法 都市再生緊急整備地域（福岡香椎・臨海東地域）

5件 1,685 2,857
宮崎県

空港整備事業 宮崎空港 国土交通省 宮崎県宮崎市 185 229 ２次 大都市圏における国際交流・物流機能の強化

1件 185 229
鹿児島県

空港整備事業 鹿児島空港 国土交通省 鹿児島県姶良郡溝辺町 232 290 ２次 大都市圏における国際交流・物流機能の強化

1件 232 290
沖縄県

空港整備事業 那覇空港 国土交通省 沖縄県那覇市 290 305 ２次 大都市圏における国際交流・物流機能の強化

1件 290 305
※印の事業は、東京都と川崎市の合併施行であり、金額はそれぞの分担分である。

（金額単位：百万円）
都道府県名
事業名

和歌山県

観光基盤施設整備事業 新宮市 新宮市 和歌山県新宮市 8 23
全国都市再生モデル調査（文化的景観整備と震
災対策の調和を図った地域再生調査）

1件 8 23
岡山県

都道府県警察施設整備事業 岡山駅周辺（信号機） 岡山県 岡山県岡山市 3 6 法 都市再生緊急整備地域（岡山駅東・表町地域）

1件 3 6

国費

宮城県計

東京都計

岡山県計

和歌山県計

沖縄県計

福岡県計

宮崎県計

鹿児島県計

愛知県計

広島県計

兵庫県計

石川県計

平成１６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

施行地 事業費 プロジェクト名等事業主体

埼玉県計

群馬県計

大阪府計

三重県計

神奈川県計

岐阜県計

長野県計

プロジェクト名等

平成１６年度都市再生プロジェクト施設整備推進費実施計画一覧表

事業主体 施行地 国費 事業費


