
　　　　　　

(別紙）

（金額単位：百万円）

天塩川水系天塩川 国土交通省 北海道天塩郡幌延町 120 150

釧路川水系新釧路川 国土交通省 北海道釧路市 88 110

豊平峡ダム 国土交通省 北海道札幌市 72 90

一般国道334号　北海道斜網地域 国土交通省
北海道網走市、網走郡美幌町、女
満別町、東藻琴村

105 150

一般国道39号･244号･334号　北海道
オホーツク海周辺地域

国土交通省 北海道網走市、網走郡女満別町 220 330

一般国道334号　北海道知床地域 国土交通省 北海道目梨郡羅臼町 60 90

一般国道334号　北海道オホーツク海
周辺地域

国土交通省 北海道斜里郡斜里町 170 200

一般国道337号　美原道路 国土交通省
北海道江別市～北海道石狩郡当
別町

998 1,247

一般国道276号　北海道支笏湖周辺地
域

国土交通省 北海道千歳市 100 150

一般国道38号・237号　北海道富良野
地域（雪寒）

国土交通省
北海道富良野市、空知郡上富良野
町

323 380

一般国道38号・237号　北海道富良野
地域（維持）

国土交通省
北海道富良野市、空知郡上富良野
町、中富良野町、南富良野町、勇
払郡占冠村

490 700

一般国道5号･276号　北海道羊蹄地域 国土交通省
北海道磯谷郡蘭越町、虻田郡倶知
安町、京極町、岩内郡共和町

140 210

一般国道229号　岩内改良 国土交通省 北海道岩内郡岩内町 320 400

一般国道229号　積丹防災余別工区 国土交通省 北海道積丹郡積丹町 480 600

一般国道334号　峰浜道路 国土交通省 北海道斜里郡斜里町 400 500

一般国道241号･243号･391号　北海道
阿寒・釧路湿原地域

国土交通省 北海道川上郡弟子屈町、標茶町 80 120

白老 林野庁 北海道苫小牧市、白老郡白老町 35 35

芦別 林野庁 北海道芦別市 7 7

弟子屈 林野庁 北海道川上郡弟子屈町 2 2

１９件 4,210 5,471

岩木川水系岩木川 国土交通省 青森県弘前市 738 922

一般国道４号　土屋バイパス 国土交通省 青森県青森市 40 50

２件 778 972

北上川水系北上川上流 国土交通省 岩手県盛岡市 107 195

１件 107 195

北上川水系北上川下流 国土交通省 宮城県石巻市 253 379

宮城県・金華山 林野庁 宮城県牡鹿郡牡鹿町 150 150

２件 403 529

最上川水系沼川 山形県 山形県寒河江市 30 60

酒田・庄内海岸 林野庁 山形県酒田市、鶴岡市 58 58

２件 88 118

一般国道４号　本宮拡幅 国土交通省 福島県安達郡大玉村 11 15

１件 11 15

宇都宮水戸線　睦町 栃木県 栃木県宇都宮市 99 197

貝島西地区 鹿沼市 栃木県鹿沼市 5 10

利根川水系姿川 栃木県 栃木県宇都宮市 101 201

大谷川床固群 国土交通省 栃木県今市市 153 230

４件 357 638

高崎駅観音山線 群馬県 群馬県高崎市 25 50

高崎駅西口線 群馬県 群馬県高崎市 78 156

中村上郷線外２線 群馬県 群馬県渋川市 100 200

中通り大橋線 桐生市 群馬県桐生市 25 50

４件 228 456

上野台 都市再生機構 埼玉県上福岡市 35 103

１件 35 103

青森県計

北海道計

埼玉県計

住宅市街地総合整備促進事
業

山形県計

福島県計

栃木県計

群馬県計

交通円滑化事業

交通円滑化事業

埼玉県

福島県

交通円滑化事業

交通円滑化事業

交通円滑化事業

交通円滑化事業

市街地環境改善事業

河川改修事業

国有林野内直轄治山事業

国有林野内直轄治山事業

山形県

群馬県

河川改修事業

宮城県計

地域連携推進事業

交通安全施設等整備事業

国有林野内直轄治山事業

直轄砂防事業

栃木県

国有林野内直轄治山事業

国有林野内直轄治山事業

青森県

直轄河川改修事業

地域連携推進事業

岩手県

直轄河川維持修繕事業

宮城県

直轄河川改修事業

岩手県計

地域連携推進事業

交通安全施設等整備事業

雪寒地域道路事業

地域連携推進事業

交通安全施設等整備事業

雪寒地域道路事業

直轄道路維持修繕事業

交通安全施設等整備事業

地域連携推進事業

直轄河川改修事業

交通安全施設等整備事業

直轄道路維持修繕事業

直轄河川改修事業

直轄ダム施設改良事業

平成１６年度　景観形成事業推進費（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

事業名

北海道
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都道府県別

事業主体 施行地 国費 事業費
事業名

国営昭和記念公園 国土交通省 東京都立川市、昭島市 450 450

上野恩賜公園 東京都 東京都台東区 17 33

野山北・六道山公園 東京都 東京都武蔵村山市、瑞穂町 30 60

日野緑地 日野市 東京都日野市 7 21

高速関連街路 東京都 東京都渋谷区～豊島区 420 840

利根川水系中川 国土交通省 東京都葛飾区外 540 810

荒川水系荒川 国土交通省 東京都墨田区 140 210

荒川水系隅田川 東京都 東京都北区 27 89

一般国道15号　銀座中央通り 国土交通省 東京都中央区 28 50

９件 1,658 2,563

久里浜田浦線 神奈川県 神奈川県横須賀市 238 475

１件 238 475

信濃川水系信濃川下流 国土交通省 新潟県新潟市 147 200

信濃川水系信濃川五千石地区 国土交通省 新潟県西蒲原郡分水町 266 363

新潟海岸五十嵐浜工区 国土交通省 新潟県新潟市 130 130

大源太川床固工群 国土交通省 新潟県南魚沼郡湯沢町 88 120

一般国道18号　上新バイパス 国土交通省 新潟県上越市 147 200

一般国道17号　六日町バイパス 国土交通省 新潟県南魚沼郡六日町 236 322

一般国道８号　須沢地下道 国土交通省 新潟県西頸城郡青海町 10 15

７件 1,024 1,350

下関京田線 （電共） 高岡市 富山県高岡市 10 20

常願寺川水系常願寺川 国土交通省 富山県中新川郡立山町 75 100

２件 85 120

鳴和三日市線　御影大橋 石川県 石川県金沢市 27 55

犀川水系犀川 石川県 石川県金沢市 43 85

石川海岸小松工区 国土交通省 石川県小松市 250 250

一般国道157号　香林坊拡幅 国土交通省 石川県金沢市 86 120

一般国道８号　加賀拡幅 国土交通省 石川県加賀市 216 300

一般国道８号　津幡北バイパス 国土交通省 石川県河北郡津幡町 79 110

一般国道470号　穴水道路 国土交通省 石川県鳳至郡穴水町 343 477

加賀海岸 林野庁 石川県加賀市 35 35

８件 1,080 1,432

一般国道417号　青野～鎌坂バイパス 福井県 福井県丹生郡朝日町 79 144

町道10号線　末野～新道 福井県 福井県遠敷郡上中町 54 98

気比の松原 林野庁 福井県敦賀市 10 10

３件 142 251

桂川ウェルネスパーク 山梨県 山梨県大月市 98 196

玉幡地区拠点公園 竜王町 山梨県甲斐市 40 80

２件 138 276

信濃川水系千曲川 国土交通省 長野県長野市 49 70

一般国道18号 長野県 長野県北佐久郡軽井沢町 2 4

一般国道117号 長野県 長野県飯山市、下水内郡豊田村 6 12

一般国道148号 長野県 長野県北安曇郡白馬村 5 10

一般国道256号 長野県 長野県木曽郡南木曽町 2 4

一般国道406号 長野県 長野県北安曇郡白馬村 2 4

主要地方道　下仁田軽井沢線 長野県 長野県北佐久郡軽井沢町 2 4

主要地方道　松井田軽井沢線 長野県 長野県北佐久郡軽井沢町 10 20

主要地方道　諏訪白樺湖小諸線 長野県 長野県諏訪郡下諏訪町 5 10

一般県道　美ヶ原公園東餅屋線 長野県 長野県小県郡和田村 8 16

主要地方道　豊科インター堀金線 長野県 長野県南安曇郡豊科町 6 12

一般県道　柏矢町田沢停車場線 長野県 長野県南安曇郡豊科町 2 4

千ヶ滝 林野庁 長野県北佐久郡軽井沢町 17 17

戸隠 林野庁 長野県上水内郡戸隠村 55 55

１４件 171 242

交通安全施設等整備事業

長野県計

交通安全施設等整備事業

交通安全施設等整備事業

国有林野内直轄治山事業

国有林野内直轄治山事業

交通安全施設等整備事業

交通安全施設等整備事業

交通安全施設等整備事業

交通安全施設等整備事業

交通安全施設等整備事業

交通安全施設等整備事業

交通安全施設等整備事業

福井県計

山梨県

都市公園事業

都市公園事業

山梨県計

長野県

直轄河川改修事業

交通安全施設等整備事業

国有林野内直轄治山事業

石川県計

福井県

地域連携事業

地域連携事業

新潟県

直轄河川改修事業

東京都

沿道環境改善事業

直轄河川改修事業

都市公園事業

国営公園整備事業

都市公園事業

東京都計

神奈川県

神奈川県計

直轄河川改修事業

富山県計

石川県

交通円滑化事業

都市河川改修事業

新潟県計

富山県

電線共同溝整備事業

直轄河川改修事業

直轄海岸保全施設整備事業

交通連携推進事業

地域連携推進事業

地域連携推進事業

地域連携推進事業

国有林野内直轄治山事業

都市公園事業

交通円滑化事業

直轄河川改修事業

交通円滑化事業

直轄海岸保全施設整備事業

直轄砂防事業

地域連携推進事業

交通安全施設等整備事業

交通円滑化事業

直轄河川改修事業
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都道府県別

事業主体 施行地 国費 事業費
事業名

木曽川右岸流域下水道事業 岐阜県 岐阜県各務原市 80 159

国営木曽三川公園　長良川サービスセ
ンター

国土交通省 岐阜県海津郡海津町 160 160

岐阜県・金華山 林野庁 岐阜県岐阜市 18 18

３件 257 337

安倍川水系藁科川 国土交通省 静岡県静岡市 167 250

沼津牛臥海岸 静岡県 静岡県沼津市 9 26

一般国道２４６号　裾野バイパス 国土交通省 静岡県沼津市～裾野市 100 150

伊東港白石地区 静岡県 静岡県伊東市 39 98

沼津港内港地区 静岡県 静岡県沼津市 40 99

熱海港海岸渚地区 静岡県 静岡県熱海市 49 148

６件 403 771

国営木曽三川公園　三派川地区セン
ター

国土交通省 愛知県一宮市 100 100

岡崎中央総合公園 岡崎市 愛知県岡崎市 25 50

衣浦岡崎線 愛知県 愛知県岡崎市 35 70

矢作桜井線 愛知県 愛知県岡崎市 50 100

吉浜棚尾線　本郷工区 愛知県 愛知県高浜市 141 282

矢作川水系矢作川 国土交通省 愛知県安城市 140 210

庄内川水系堀川 名古屋市 愛知県名古屋市 24 72

一般国道23号　名四バイパス 国土交通省 愛知県大府市 67 100

犬山城下町 犬山市 愛知県犬山市 30 60

伝法寺中央公園 一宮市 愛知県一宮市 10 20

三河港大塚地区 愛知県 愛知県蒲郡市 15 30

１１件 636 1,093

木曽川水系揖斐川 国土交通省 三重県多度郡多度町 155 230

伊勢湾西南海岸松名瀬工区 国土交通省 三重県松阪市 200 200

七里御浜 林野庁
三重県熊野市、南牟婁郡紀宝町、
御浜町、鵜殿村

14 14

３件 369 444

草津駅前線外１線 草津市 滋賀県草津市 125 250

淀川水系琵琶湖 滋賀県 滋賀県守山市 100 200

２件 225 450

下石津泉ヶ丘線 大阪府 大阪府堺市 230 460

千里丘寝屋川線外２線 大阪府 大阪府寝屋川市～門真市 221 442

大阪生駒線 大阪府 大阪府東大阪市 225 450

淀川水系淀川　高槻市 国土交通省 大阪府高槻市 67 100

大和川水系大和川 国土交通省 大阪府堺市 133 200

淀川水系神崎川 大阪府 大阪府大阪市 145 290

淀川水系天野川 大阪府 大阪府交野市 18 35

大和川水系西除川　堺市 大阪府 大阪府堺市 50 100

大和川水系西除川　大阪狭山市 大阪府 大阪府大阪狭山市 40 80

春木川水系春木川 大阪府 大阪府岸和田市 105 210

主要地方道　大阪高槻京都線　吹田工
区

大阪府 大阪府吹田市 19 37

主要地方道　大阪枚岡奈良線　東大阪
工区

大阪府 大阪府東大阪市 8 15

１２件 1,260 2,419

加古川水系加古川 国土交通省 兵庫県小野市 53 80

本御崎住宅 神戸市 兵庫県神戸市 56 112

２件 109 192

直轄河川改修事業

直轄海岸保全施設整備事業

港湾環境整備事業

都市公園事業

交通円滑化事業

交通連携推進事業

交通円滑化事業

住宅市街地総合整備促進事
業

住宅市街地総合整備促進事
業

静岡県計

都市河川改修事業

沿道環境改善事業

直轄河川改修事業

交通円滑化事業

港湾改修事業

港湾改修事業

海岸環境整備事業

岐阜県計

静岡県

直轄河川改修事業

海岸保全施設整備事業

岐阜県

都市水環境整備事業

国営公園整備事業

国有林野内直轄治山事業

三重県

愛知県

都市河川改修事業

都市河川改修事業

都市河川改修事業

直轄河川改修事業

電線共同溝整備事業

大阪府計

兵庫県

兵庫県計

公営住宅建設等業

直轄河川改修事業

都市河川改修事業

交通円滑化事業

都市河川改修事業

電線共同溝整備事業

愛知県計

大阪府

交通円滑化事業

直轄河川改修事業

統合河川整備事業

滋賀県計

国有林野内直轄治山事業

滋賀県

交通円滑化事業

三重県計

交通円滑化事業

国営公園整備事業
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都道府県別

事業主体 施行地 国費 事業費
事業名

国営飛鳥歴史公園 国土交通省 奈良県高市郡明日香村 30 30

紀の川水系紀の川　五條市 国土交通省 奈良県五條市 136 180

一般国道165号　大和高田バイパス 国土交通省 奈良県橿原市 23 30

一般国道168号外　十津川村～生駒市
外

奈良県 奈良県吉野郡十津川村～生駒市 10 20

４件 198 260

南港山東線　塩屋 和歌山市 和歌山県和歌山市 75 150

紀の川水系紀の川　粉河町 国土交通省 和歌山県那賀郡粉河町 81 100

紀の川水系紀の川　打田町 国土交通省 和歌山県那賀郡打田町 18 32

紀ノ川水系和歌川 和歌山県 和歌山県和歌山市 30 60

那智勝浦海岸 和歌山県 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 13 39

一般国道42号　標識等設置 国土交通省 和歌山県御坊市～新宮市 15 30

一般国道168号 和歌山県 和歌山県東牟婁郡本宮町 25 49

一般国道168号 和歌山県
和歌山県新宮市～東牟婁郡熊野
川町

23 45

一般国道168号外 和歌山県 和歌山県東牟婁郡本宮町外 10 20

一般国道371号　防災防除 和歌山県 和歌山県伊都郡高野町～龍神村 55 109

一般国道371号　特殊改良 和歌山県 和歌山県橋本市～伊都郡高野町 10 20

一般国道480号 和歌山県 和歌山県伊都郡高野町 15 30

一般県道　橋本高野線 和歌山県 和歌山県伊都郡高野町 14 27

新宮港三輪崎地区 和歌山県 和歌山県新宮市 8 19

１４件 389 730

皆生海岸夜見・富益工区 国土交通省 鳥取県米子市 100 100

１件 100 100

一般国道９号　松江市嫁島町 国土交通省 島根県松江市 20 30

１件 20 30

一般国道53号　岡山市津島地域 国土交通省 岡山県岡山市 55 100

１件 55 100

相田地区 国土交通省 広島県広島市 45 67

１件 45 67

柳ケ瀬丸河内線 宇部市 山口県宇部市 60 120

柳井川水系柳井川 山口県 山口県柳井市 35 70

２件 95 190

吉野川水系吉野川　三好町 国土交通省 徳島県三好郡三好町 86 110

吉野川水系吉野川　脇町 国土交通省 徳島県美馬郡脇町 61 110

２件 146 220

重信護岸 国土交通省 愛媛県温泉郡重信町 52 68

奈良奥山 林野庁 愛媛県北宇和郡広見町 30 30

２件 82 98

物部川水系物部川 国土交通省 高知県南国市 167 200

渡川水系四万十川 国土交通省 高知県中村市 39 70

一般国道55号　高知県室戸地区 国土交通省 高知県室戸市 143 260

別府山 林野庁 高知県香美郡物部村 100 100

船戸山 林野庁 高知県高岡郡東津野村 68 68

５件 516 698

営海の中道海浜公園　Ｄ地区海浜部 国土交通省 福岡県福岡市 108 108

遠賀川水系西川 国土交通省 福岡県遠賀郡遠賀町 79 119

筑後川水系筑後川 国土交通省 福岡県久留米市 267 400

遠賀川水系遠賀川溝堀・新町地区 国土交通省 福岡県直方市 100 200

一般国道202号　けやき通り環境改善
工事

国土交通省 福岡県福岡市 55 100

一般国道208号　大牟田高田道路 国土交通省 福岡県三池郡高田町 213 320

一般国道208号　高田大和バイパス 国土交通省 福岡県三池郡高田町 227 340

北九州港海岸大里地区 北九州市 福岡県北九州市 36 90

博多港海岸名島地区 福岡市 福岡県福岡市 10 29

玄海 林野庁 福岡県宗像市 15 15

１０件 1,110 1,721

交通安全施設等整備事業

奈良県計

和歌山県

交通円滑化事業

直轄河川改修事業

直轄河川維持修繕事業

都市河川改修事業

奈良県

国営公園整備事業

直轄河川改修事業

地域連携推進事業

海岸環境整備事業

交通安全施設等整備事業

交通安全施設等整備事業

地域連携推進事業

交通安全施設等整備事業

地域連携推進事業

港湾改修事業

和歌山県計

地域連携推進事業

交通安全施設等整備事業

交通安全施設等整備事業

鳥取県

直轄海岸保全施設整備事業

岡山県

直轄道路維持修繕事業

鳥取県計

島根県

交通安全施設等整備事業

島根県計

岡山県計

高知県

直轄河川改修事業

直轄河川維持修繕事業

直轄砂防事業

国有林野内直轄治山事業

愛媛県計

直轄砂防事業

広島県計

広島県

直轄道路維持修繕事業

国有林野内直轄治山事業

国有林野内直轄治山事業

高知県計

福岡県

国営公園整備事業

直轄河川改修事業

直轄河川改修事業

国有林野内直轄治山事業

地域連携推進事業

海岸保全施設整備事業

海岸環境整備事業

直轄河川環境整備事業

直轄道路維持修繕事業

地域連携推進事業

福岡県計

山口県

地域連携推進事業

河川改修事業

山口県計

徳島県

直轄河川改修事業

直轄河川維持修繕事業

徳島県計

愛媛県
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都道府県別

事業主体 施行地 国費 事業費
事業名

本明川水系半造川 国土交通省 長崎県諫早市 122 150

雲仙 林野庁 長崎県南高来郡深江町 13 13

２件 135 163

緑川水系加勢川 国土交通省 熊本県上益城郡嘉島町 399 520

１件 399 520

筑後川水系隈川 国土交通省 大分県日田市 110 200

大野川水系大野川下流地区 国土交通省 大分県大分市 35 70

一般国道57号　千歳大野道路 国土交通省 大分県大野郡千歳村 79 100

阿蘇くじゅう国立公園　長者原集団施
設地区

環境省 大分県玖珠郡九重町 4 4

４件 228 374

五ヶ瀬川水系五ヶ瀬川 国土交通省 宮崎県延岡市 177 220

一般国道10号　延岡道路　冷尻地区 国土交通省 宮崎県延岡市 161 200

２件 338 420

川内川水系川内川 国土交通省 鹿児島県川内市 176 220

肝属川水系姶良川 国土交通省 鹿児島県肝属郡吾平町 80 100

引ノ平川渓流保全工 国土交通省 鹿児島県鹿児島郡桜島町 22 28

一般国道224号　桜島改良　古里地区 国土交通省 鹿児島県鹿児島市 32 40

屋久島 林野庁 鹿児島県熊毛郡屋久町 10 10

５件 320 398

一般国道58号･329号･330号･331号･
332号

内閣府 沖縄県宜野湾市外 19 20

一般国道58号及び329号那覇東バイパ
ス

内閣府 沖縄県那覇市、豊見城市 11 12

一般国道58号 内閣府 沖縄県中頭郡北谷町 38 40

３件 68 72

直轄道路維持修繕事業

直轄道路維持修繕事業

沖縄県

沖縄県計

長崎県

直轄河川改修事業

国有林野内直轄治山事業

長崎県計

熊本県

直轄河川改修事業

熊本県計

大分県

直轄河川維持修繕事業

直轄砂防事業

地域連携推進事業

国有林野内直轄治山事業

直轄河川環境整備事業

地域連携推進事業

自然公園等事業

鹿児島県計

交通安全施設等整備事業

大分県計

鹿児島県

直轄河川改修事業

直轄河川改修事業

宮崎県

直轄河川改修事業

地域連携推進事業

宮崎県計
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