
（別紙）

国　費 事業費

地域連携推進事業 一般国道334号（宇登呂道路） 国土交通省 北海道斜里郡斜里町字宇登呂 176 220

雪寒地域道路事業 一般国道244号、334号 国土交通省 北海道斜里郡斜里町 595 700

国有林野内直轄治山事業 シューパロ湖 農林水産省 北海道夕張市 28 28

国有林野内直轄治山事業 桂沢湖 農林水産省 北海道三笠市 11 11

国有林野内直轄治山事業 支笏湖 農林水産省 北海道千歳市 10 10

国有林野内直轄治山事業 洞爺湖 農林水産省 北海道虻田郡洞爺村 17 17

国有林野内直轄治山事業 ニペソツ山東麓 農林水産省 北海道河東郡上士幌町 10 10

国有林野内直轄治山事業 層雲峡 農林水産省 北海道上川郡上川町 10 10

国有林野内直轄治山事業 然別湖 農林水産省 北海道河東郡鹿追町 20 20

国有林野内直轄治山事業 えりも海岸線 農林水産省 北海道広尾郡広尾町 32 32

国有林野内直轄治山事業 阿寒湖 農林水産省 北海道釧路市 13 13

国有林野内直轄治山事業 裏摩周 農林水産省 北海道標津郡中標津町 49 49

北海道　計 12件 971 1,120

青森県

直轄河川改修事業 岩木川水系岩木川（弘前地区） 国土交通省 青森県弘前市大字青女子地先 330 413

直轄河川維持修繕事業 岩木川水系岩木川 国土交通省 青森県弘前市和田地先 52 95

河川改修事業 岩木川水系浅瀬石川（温湯地区） 青森県 青森県黒石市大字温湯 40 80

交通円滑化事業 一般国道4号（七戸バイパス） 国土交通省 青森県上北郡七戸町荒熊内地内 160 200

地域連携推進事業 一般国道102号（奥瀬工区） 青森県 青森県十和田市奥瀬 465 930

交通安全施設等整備事業 一般国道101号外（五所川原市本町工区） 青森県 青森県五所川原市大字本町 10 20

交通連携推進事業 青森浪岡線（大谷工区） 青森県 青森県青森市大字大谷 84 167

港湾環境整備事業 八戸港（河原木地区　沼館） 青森県 青森県八戸市沼館４丁目地先 28 55

国有林野内直轄治山事業 屏風山 農林水産省 青森県五所川原市、つがる市 20 20

青森県　計 9件 1,188 1,980

岩手県

交通円滑化事業 盛岡駅本宮線（中央大橋） 岩手県 岩手県盛岡市中川町～本宮 150 300

交通円滑化事業 盛岡駅南大橋線 盛岡市 岩手県盛岡市大沢川原３丁目 100 200

直轄河川改修事業 北上川水系北上川上流（盛岡地区） 国土交通省 岩手県盛岡市大沢川原３丁目地内 267 334

直轄河川改修事業 北上川水系北上川上流（一関遊水地） 国土交通省 岩手県西磐井郡平泉町黄金沢地先～一関市赤荻地先 213 253

直轄河川維持修繕事業 北上川水系北上川上流 国土交通省 岩手県盛岡市盛岡駅前北通地先 69 125

地域連携推進事業 一般国道4号（平泉バイパス） 国土交通省 岩手県西磐井郡平泉町平泉字高田～字森下 240 300

地域連携推進事業 一般国道283号（仙人道路） 岩手県 岩手県遠野市上郷町平倉 220 400

地域連携推進事業 一般国道455号（早坂道路） 岩手県 岩手県岩手郡玉山村末崎～下閉伊郡岩泉町権現 110 200

岩手県　計 8件 1,368 2,112

宮城県

直轄海岸保全施設整備事業 仙台湾南部海岸（蒲崎工区） 国土交通省 宮城県岩沼市蒲崎地先 150 150

宮城県　計 1件 150 150

山形県

直轄河川改修事業 赤川水系赤川（押切地区） 国土交通省 山形県東田川郡三川町押切新田 354 450

国有林野内直轄治山事業 西浜 農林水産省 山形県飽海郡遊佐町 40 40

山形県　計 2件 394 490

福島県

交通円滑化事業 若宮野辺線外１線 福島県 福島県二本松市根崎 60 120

直轄河川改修事業 阿賀野川水系阿賀川（三本松地区） 国土交通省 福島県会津若松市北会津町三本松地先 216 300

直轄河川改修事業 阿武隈川水系阿武隈川上流（森宿地区） 国土交通省 福島県須賀川市森宿地先 90 125

直轄砂防事業 松川遊砂地 国土交通省 福島県福島市大笹生地内 118 165

地域連携推進事業 一般国道4号（伊達拡幅） 国土交通省 福島県伊達郡桑折町 180 250

地域連携推進事業 一般国道4号（本宮拡幅） 国土交通省 福島県安達郡大玉村 108 150

福島県　計 6件 772 1,110

茨城県

交通円滑化事業 赤塚駅水府橋線外１線 茨城県 茨城県水戸市堀町地内 60 120

交通円滑化事業 宿大沢線（東平工区） 茨城県 茨城県西茨城郡友部町東平３丁目～４丁目 10 20

河川改修事業 那珂川水系涸沼川（笠間工区） 茨城県 茨城県笠間市赤坂町 25 50

地域連携推進事業 一般国道245号（日立港拡幅） 茨城県 茨城県日立市留町 138 250

地域連携推進事業 一般国道461号（水府里美拡幅） 茨城県 茨城県常陸太田市上高倉 55 100

地域連携推進事業 一般国道245号（勝田拡幅） 茨城県 茨城県ひたちなか市馬渡 83 150

地域連携推進事業 一般国道355号（石岡～岩間バイパス） 茨城県 茨城県石岡市東成井地内 94 170

茨城県　計 7件 464 860

栃木県

交通連携推進事業 小山駅地区 小山市 栃木県小山市駅東通り２丁目 15 30

河川改修事業 利根川水系江川 栃木県 栃木県宇都宮市瑞穂野地内 75 150

交通円滑化事業 大田原高林線 栃木県 栃木県那須塩原市鹿野崎地内 75 150

栃木県　計 3件 165 330

埼玉県

市街地再開発事業 武蔵浦和駅第８－１街区
武蔵浦和駅第8-1街区
市街地再開発組合

埼玉県さいたま市南区別所２、６、７丁目 931 2,792

市街地再開発事業 上福岡駅西口駅前地区
独立行政法人
都市再生機構

埼玉県ふじみ野市霞ヶ丘１丁目 400 1,199

直轄河川改修事業 荒川水系荒川 国土交通省 埼玉県大里郡川本町明戸 660 990

埼玉県　計 3件 1,990 4,981

千葉県

沿道環境改善事業 一般国道356号（銚子バイパス） 千葉県 千葉県銚子市小船木町 83 150

千葉県　計 1件 83 150

北海道

都道府県名
事業主体 施行地

事業名

実施計画額

［金額単位：百万円］

平成１７年度　景観形成事業推進費（事業分）　実施計画一覧表
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国　費 事業費

都道府県名
事業主体 施行地

事業名

実施計画額

［金額単位：百万円］

平成１７年度　景観形成事業推進費（事業分）　実施計画一覧表

東京都

地域連携推進事業 鑓水戸吹線 東京都 東京都八王子市谷野町～丹木町３丁目 100 200

直轄河川改修事業 利根川水系中川 国土交通省 東京都葛飾区青戸７丁目、足立区中川５丁目 340 510

住宅市街地総合整備促進事業 新田地区
独立行政法人
都市再生機構

東京都足立区新田２、３丁目、北区豊島５、６丁目 23 190

東京都　計 3件 463 900

神奈川県

交通円滑化事業 久里浜田浦線 神奈川県 神奈川県横須賀市平作 75 150

交通安全施設等整備事業 一般国道1号 国土交通省 神奈川県足柄下郡箱根町箱根 10 20

交通円滑化事業 一般国道413号（青根～青野原バイパス） 神奈川県 神奈川県津久井郡津久井町青根～青野原地内 63 115

神奈川県　計 3件 148 285

新潟県

交通円滑化事業 一般国道8号（柏崎バイパス） 国土交通省 新潟県柏崎市元城町地先～横山地先 220 300

交通円滑化事業 一般国道17号（六日町バイパス） 国土交通省 新潟県南魚沼市小栗山～余川地先 513 700

交通連携推進事業 一般国道113号（荒川道路　2工区） 国土交通省 新潟県岩船郡荒川町長政地内 440 600

直轄海岸保全施設整備事業 新潟港海岸（西海岸地区） 国土交通省 新潟県新潟市西船見町地先 240 240

新潟県　計 4件 1,413 1,840

富山県

交通円滑化事業 総曲輪線（石金工区） 富山県 富山県富山市石金１丁目、２丁目 30 60

沿道環境改善事業 一般国道8号（入善黒部バイパス） 国土交通省 富山県下新川郡入善町上野～東狐 74 100

富山県　計 2件 104 160

石川県

都市河川改修事業 犀川水系犀川 石川県 石川県金沢市普正寺町 135 270

交通円滑化事業 一般国道8号（南郷拡幅） 国土交通省 石川県加賀市熊坂町 197 273

地域連携推進事業 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加茂 216 300

国有林野内直轄治山事業 浜山 農林水産省 石川県加賀市 55 55

石川県　計 4件 603 898

山梨県

交通円滑化事業 石和市部通り線外１線 山梨県 山梨県笛吹市石和町市部地内 75 150

山梨県　計 1件 75 150

長野県

交通連携推進事業 松本駅地区 松本市 長野県松本市巾上地先 50 100

直轄河川維持修繕事業 信濃川水系千曲川（上半過地区） 国土交通省 長野県上田市大字小泉上半過地先 22 40

直轄総合水系環境整備事業 信濃川水系千曲川 国土交通省 長野県埴科郡坂城町中之条 15 30

直轄砂防事業 平川流路工再生工 国土交通省 長野県北安曇郡白馬村神城・深空 68 96

交通円滑化事業 一般国道18号（上田バイパス） 国土交通省 長野県上田市大字国分 86 120

地域連携推進事業 一般国道418号（売木峠バイパス） 長野県 長野県下伊那郡阿南町 39 70

国有林野内直轄治山事業 上高地 農林水産省 長野県松本市 15 15

長野県　計 7件 294 470

岐阜県

国営公園整備事業 国営木曽三川公園（木曽三川公園センター） 国土交通省 岐阜県海津市海津町油島 160 160

直轄河川改修事業 木曽川水系木曽川 国土交通省 岐阜県羽島郡笠松町 93 136

岐阜県　計 2件 253 296

静岡県

交通円滑化事業 西間門新谷線 静岡県 静岡県駿東郡清水町柿田 25 50

交通円滑化事業 岡部中央幹線 静岡県 静岡県志太郡岡部町内谷 5 10

交通円滑化事業 一般国道1号（東駿河湾環状道路） 国土交通省 静岡県沼津市岡宮～足高 490 700

交通連携推進事業 一般国道362号（羽鳥・安西拡幅） 静岡市 静岡県静岡市葵区羽鳥～安西 40 80

静岡県　計 4件 560 840

愛知県

国営公園整備事業 国営木曽三川公園（花卉園芸植物園（仮称）） 国土交通省 愛知県江南市小杁町一色 89 89

交通円滑化事業 衣浦岡崎線 愛知県 愛知県岡崎市福岡町 45 90

交通円滑化事業 刈谷知立線 愛知県 愛知県刈谷市新栄町、司町 45 90

交通円滑化事業 豊山水分橋線 愛知県 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場 35 70

市街地再開発事業 鳴海駅前地区 名古屋市 愛知県名古屋市緑区鳴海町 283 849

市街地再開発事業 豊田市駅前通り南地区
豊田市駅前通り南地区
市街地再開発組合

愛知県豊田市喜多町２、３丁目、神明町１丁目及び西町１丁
目

200 600

交通円滑化事業 名古屋岡崎線 愛知県 愛知県刈谷市井ヶ谷町～豊田市吉原町 75 150

国有林野内直轄治山事業 定光寺 農林水産省 愛知県瀬戸市 80 80

国有林野内直轄治山事業 八曽 農林水産省 愛知県犬山市 25 25

国有林野内直轄治山事業 段戸 農林水産省 愛知県北設楽郡設楽町 27 27

愛知県　計 10件 904 2,070

三重県

直轄河川改修事業 木曽川水系揖斐川 国土交通省 三重県桑名市住吉町住吉浦地先 100 150

三重県　計 1件 100 150

滋賀県

直轄河川維持修繕事業 淀川水系瀬田川（大津市地域） 国土交通省 滋賀県大津市南郷１丁目地先 17 30

交通円滑化事業 甲南インター線（杉谷工区） 滋賀県 滋賀県甲賀市甲南町杉谷 240 480

滋賀県　計 2件 257 510

京都府

直轄河川改修事業 由良川水系由良川（観音寺・戸田地区） 国土交通省 京都府福知山市観音寺地先 129 194

京都府　計 1件 129 194
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国　費 事業費

都道府県名
事業主体 施行地

事業名

実施計画額

［金額単位：百万円］

平成１７年度　景観形成事業推進費（事業分）　実施計画一覧表

大阪府

交通円滑化事業 大阪生駒線 大阪府 大阪府東大阪市元町地内 158 315

直轄河川改修事業 淀川水系淀川（寝屋川市） 国土交通省 大阪府寝屋川市点野地先 33 50

直轄河川維持修繕事業 大和川水系大和川 国土交通省 大阪府大阪市住之江区、住吉区、堺市 39 70

地域連携推進事業 一般国道480号（父鬼工区） 大阪府 大阪府和泉市父鬼町 10 20

電線共同溝整備事業 岸和田港塔原線（岸和田工区） 大阪府 大阪府岸和田市野田町～土生町 10 20

電線共同溝整備事業 八尾道明寺線（八尾工区） 大阪府 大阪府八尾市志紀町～柏原市本郷 30 60

大阪府　計 6件 279 535

兵庫県

直轄河川維持修繕事業 揖保川水系揖保川（たつの市地区） 国土交通省 兵庫県たつの市 61 110

地域連携推進事業 一般国道429号（神子畑バイパス） 兵庫県 兵庫県朝来市神子畑 30 60

兵庫県　計 2件 91 170

奈良県

直轄河川改修事業 紀の川水系紀の川（五條市） 国土交通省 奈良県五條市今井地先 75 100

奈良県　計 1件 75 100

和歌山県

直轄河川改修事業 紀の川水系紀の川（和歌山市） 国土交通省 和歌山県和歌山市有本～松島、出島～布施屋 440 550

河川改修事業 紀の川水系水軒川 和歌山県 和歌山県和歌山市西浜 74 147

河川改修事業 紀の川水系橋本川 和歌山県 和歌山県橋本市東家地先 49 98

河川改修事業 日高川水系日高川 和歌山県 和歌山県日高郡日高川町大字若野地先 45 89

海岸環境整備事業 那智勝浦海岸 和歌山県 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町天満・浜ノ宮地先 13 39

交通安全施設等整備事業 一般国道42号 国土交通省 和歌山県東牟婁郡太地町 23 45

交通安全施設等整備事業 一般国道168号（本宮地域） 和歌山県 和歌山県田辺市本宮町本宮 20 40

交通安全施設等整備事業 一般国道371号（高野山地域） 和歌山県 和歌山県伊都郡高野町高野山 5 10

交通安全施設等整備事業 高野橋本線（高野山地域） 和歌山県 和歌山県伊都郡高野町高野山 13 26

港湾環境整備事業 新宮港（三輪崎地区） 和歌山県 和歌山県新宮市佐野字秋津野地先 8 20

和歌山県　計 10件 688 1,064

島根県

地域連携推進事業 一般国道9号（益田道路） 国土交通省 島根県益田市地方地内 167 200

島根県　計 1件 167 200

広島県

交通円滑化事業 松永港本郷線 広島県 広島県福山市松永町 75 150

地域連携推進事業 城町中之町線（３工区） 広島県 広島県三原市中之町 75 150

広島県　計 2件 150 300

山口県

市街地再開発事業 防府駅てんじんぐち地区
防府駅てんじんぐち
市街地再開発組合

山口県防府市栄町１丁目、天神１丁目 169 507

山口県　計 1件 169 507

徳島県

直轄河川改修事業 那賀川水系那賀川 国土交通省 徳島県那賀郡羽ノ浦町明見 195 250

地域連携推進事業 一般国道55号（日和佐道路） 国土交通省 徳島県海部郡由岐町田井 195 250

徳島県　計 2件 390 500

香川県

国有林野内直轄治山事業 鷹山 農林水産省 香川県高松市塩江町 5 5

香川県　計 1件 5 5

愛媛県

国有林野内直轄治山事業 八幡山 農林水産省 愛媛県宇和島市 15 15

国有林野内直轄治山事業 梅ヶ谷山 農林水産省 愛媛県東温市 15 15

国有林野内直轄治山事業 大谷池 農林水産省 愛媛県伊予郡砥部町 12 12

国有林野内直轄治山事業 小田深山 農林水産省 愛媛県喜多郡内子町 11 11

国有林野内直轄治山事業 篠山 農林水産省 愛媛県南宇和郡愛南町 10 10

愛媛県　計 5件 63 63

高知県

地域連携推進事業 一般国道56号（土佐道路） 国土交通省 高知県高知市北高見町～筆山町 250 300

地域連携推進事業 一般国道56号（中村宿毛道路） 国土交通省 高知県四万十市不破地先 333 400

国有林野内直轄治山事業 足摺岬 農林水産省 高知県土佐清水市 15 15

国有林野内直轄治山事業 黒尊 農林水産省 高知県四万十市 30 30

高知県　計 4件 628 745

福岡県

直轄河川改修事業 遠賀川水系遠賀川（溝掘地区） 国土交通省 福岡県直方市溝掘地先 133 200

直轄河川改修事業 遠賀川水系西川 国土交通省 福岡県遠賀郡遠賀町大字柳田地先 73 110

地域連携推進事業
一般国道208号（大牟田高田道路　２工
区）

国土交通省 福岡県大牟田市岬 333 500

地域連携推進事業 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黒崎開 667 1,000

国有林野内直轄治山事業 三里松原 農林水産省 福岡県遠賀郡岡垣町 42 42

福岡県　計 5件 1,249 1,852

佐賀県

港湾環境整備事業 唐津港（東港地区） 佐賀県 佐賀県唐津市東大島地先 83 199

佐賀県　計 1件 83 199

長崎県

直轄河川改修事業 本明川水系本明川（長田地区） 国土交通省 長崎県諫早市長田地先 122 150

長崎県　計 1件 122 150
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（別紙）

国　費 事業費

都道府県名
事業主体 施行地

事業名

実施計画額

［金額単位：百万円］

平成１７年度　景観形成事業推進費（事業分）　実施計画一覧表

熊本県

直轄河川改修事業 緑川水系加勢川（川尻地区） 国土交通省 熊本県熊本市川尻 161 210

直轄河川改修事業 菊池川水系菊池川（小浜地区） 国土交通省 熊本県玉名市小浜地先 460 600

交通円滑化事業 一般国道57号（熊本東バイパス） 国土交通省 熊本県熊本市帯山～近見７丁目 38 50

国有林野内直轄治山事業 菊池渓谷 農林水産省 熊本県菊池市 39 39

熊本県　計 4件 698 899

大分県

地域連携推進事業 庄の原佐野線 大分県 大分県大分市東大道 28 50

直轄河川改修事業 筑後川水系筑後川（石井地区） 国土交通省 大分県日田市石井 94 120

直轄河川改修事業 番匠川水系番匠川 国土交通省 大分県佐伯市灘地先 102 130

直轄河川維持修繕事業 大分川水系七瀬川（大分市） 国土交通省 大分県大分市市地先 37 68

直轄河川維持修繕事業 筑後川水系隈川 国土交通省 大分県日田市庄手 110 200

大分県　計 5件 372 568

宮崎県

直轄河川改修事業 大淀川水系大淀川（高洲地区） 国土交通省 宮崎県宮崎市吾妻町地先 202 250

宮崎県　計 1件 202 250

鹿児島県

直轄河川改修事業 川内川水系川内川（中郷地区） 国土交通省 鹿児島県薩摩川内市中郷町 200 250

地域連携推進事業 一般国道224号（桜島改良　古里地区） 国土交通省 鹿児島県鹿児島市古里町 40 50

地域連携推進事業 一般国道220号（早崎防災　牛根麓地区） 国土交通省 鹿児島県垂水市牛根麓 304 380

国有林野内直轄治山事業 宮之浦 農林水産省 鹿児島県熊毛郡上屋久町 16 16

鹿児島県　計 4件 560 696

沖縄県

地域連携推進事業
一般国道331号（豊見城道路　豊見城地
区）

内閣府 沖縄県豊見城市豊崎 29 30

直轄道路維持修繕事業 一般国道58号 内閣府 沖縄県国頭郡恩納村名嘉真～山田 57 60

沖縄県　計 2件 86 90

注）実施計画額は、百万円単位に四捨五入しているため、計が合わない場合がある。

注）国営木曽三川公園は、岐阜県と愛知県の２つの拠点での事業となっているため、それぞれの県に分けて記載している。
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