
（別紙）

事業費 国費

雪寒地域道路事業  一般国道４５２号 キムン地区雪崩対策 国土交通省 北海道芦別市キムン 100 85

雪寒地域道路事業  一般国道２７６号 美笛地区雪崩対策 国土交通省 北海道千歳市美笛 200 170

雪寒地域道路事業  一般国道２３３号 留萌市藤山雪崩対策 国土交通省 北海道留萌市大字留萌村字幌糠 200 170

直轄道路維持修繕事業  一般国道２３１号 増毛町岩尾越波対策 国土交通省 北海道増毛郡増毛町岩尾 100 70

北海道　計 4件 600 495

地域連携推進事業  一般国道１０２号青ブナ山工区災害防除 青森県  青森県十和田市大字青ブナ山地内 450 225

地域連携推進事業  一般国道３３９号青岩工区災害防除 青森県  青森県北津軽郡中泊町大字青岩地内 160 80

地域連携推進事業  一般国道２７９号易国間工区災害防除 青森県  青森県下北郡風間浦村大字易国間地内 200 100

地域連携推進事業  (主)夏泊公園線 白砂工区災害防除 青森県 青森県東津軽郡平内町大字白砂地内 500 250

青森県　計 4件 1,310 655

直轄河川改修事業 赤川水系赤川 国土交通省  山形県東田川郡三川町大字押切新田字対馬 170 134

山形県　計 1件 170 134

直轄河川改修事業 利根川水系鬼怒川 国土交通省 栃木県さくら市押上 328 218

栃木県　計 1件 328 218

住宅市街地総合整備促進事業 多古台 千葉県 千葉県光町宮川 80 40

千葉県　計 1件 80 40

地域連携推進事業  一般国道４９号 揚川改良 国土交通省 新潟県東蒲原郡阿賀町西 400 293

地域連携推進事業  一般県道中山竜光堀之内線 新潟県 新潟県川口町大字中山～魚沼市新道島 60 30

新潟県　計 2件 460 323

都市河川改修事業 犀川水系高橋川 石川県 石川県金沢市額乙丸町 100 50

河川改修事業 御祓川水系鷹合川 石川県 石川県七尾市国分町 280 140

直轄海岸保全施設整備事業 石川海岸小松工区 国土交通省 石川県小松市浜佐美 200 200

石川県　計 3件 580 390

地域連携推進事業  主要地方道 南アルプス公園線 山梨県 山梨県南巨摩郡早川町奈良田地内 1,100 550

山梨県　計 1件 1,100 550

直轄河川改修事業 信濃川水系千曲川 国土交通省 長野県中野市大字豊田 450 321

直轄道路維持修繕事業  一般国道１９号生坂村大日向地区他 国土交通省 長野県東筑摩郡生坂村大日向、北安曇郡八坂村野平 300 165

長野県　計 2件 750 486

直轄河川改修事業 狩野川水系狩野川 国土交通省 静岡県伊豆の国市小坂 211 141

直轄河川改修事業 菊川水系牛渕川 国土交通省 静岡県掛川市国包 50 33

床上浸水対策特別緊急事業 狩野川水系韮山古川 静岡県  静岡県伊豆の国市中条・南条 120 60

河川改修事業 太田川水系今ノ浦川 静岡県 静岡県磐田市福田中島 70 35

静岡県　計 4件 451 269

直轄河川改修事業 雲出川水系雲出川 国土交通省 三重県久居市元町 320 213

直轄河川改修事業 宮川水系宮川 国土交通省 三重県伊勢市中島・大倉 600 400

三重県　計 2件 920 613

直轄河川改修事業  由良川水系由良川水防災対策 国土交通省 京都府加佐郡大江町河守 400 267

直轄河川改修事業 由良川水系由良川 国土交通省 京都府福知山市安井 394 263

交通安全施設等整備事業 由良川沿川地区 京都府 京都府福知山市牧～舞鶴市神崎地内 354 177

地域連携推進事業  一般国道１７５号下天津地区道路災害防除 京都府 京都府福知山市下天津 80 40

京都府　計 4件 1,228 746
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平成１７年度　災害対策緊急事業推進費（第２回配分）　実施計画一覧表
（金額単位：百万円）

事　業　名
都道府県名

事業主体 施行地
実施計画額

直轄河川改修事業 加古川水系加古川 国土交通省 兵庫県加古川市加古川町 他 350 233

直轄河川改修事業 揖保川水系栗栖川 国土交通省 兵庫県たつの市井野原 230 153

海岸保全施設整備事業 淡路沿岸岩屋浦海岸 兵庫県 兵庫県淡路市岩屋 106 53

地域連携推進事業  一般国道４８２号鳥居橋 兵庫県 兵庫県豊岡市出石町鳥居地内 30 15

森林環境保全整備事業  朝来町地区指定被害地造林  朝来町森林組合 兵庫県朝来市朝来町佐嚢地内 ほか 255 76

森林環境保全整備事業  一宮町地区指定被害地造林  一宮町森林組合 兵庫県宍粟市一宮町深河谷地内 ほか 70 21

森林環境保全整備事業  山崎町地区指定被害地造林  山崎町森林組合 兵庫県宍粟市山崎町下町地内 ほか 92 28

森林環境保全整備事業  青垣町地区指定被害地造林  青垣町森林組合 兵庫県丹波市青垣町小倉地内 ほか 36 11

森林環境保全整備事業  氷上町地区指定被害地造林  氷上町森林組合 兵庫県丹波市氷上町清住地内 75 22

森林環境保全整備事業  大屋町地区指定被害地造林  大屋町森林組合 兵庫県養父市大屋町和田地内 ほか 153 46

森林環境保全整備事業  安富町地区指定被害地造林  安富町森林組合 兵庫県宍粟郡安富町栃原地内 ほか 64 19

森林環境保全整備事業  八千代町地区指定被害地造林  八千代町森林組合 兵庫県多可郡八千代町大和地内 ほか 35 11

兵庫県　計 12件 1,496 689

河川改修事業 紀の川水系桜谷川 和歌山県 和歌山県伊都郡かつらぎ町丁ノ町 50 25

地域連携推進事業  一般国道１６８号 新宮～東敷屋地区道路災害防除 和歌山県 和歌山県新宮市新宮～新宮市熊野川町東敷屋 100 50

地域連携推進事業  一般国道４２４号串本地区道路災害防除 和歌山県 和歌山県日高郡日高川町串本地内 50 25

和歌山県　計 3件 200 100

地域連携推進事業  一般国道１８０号 草間地区道路災害防除 岡山県 岡山県新見市草間地内 700 350

地域連携推進事業  一般国道３１３号 仲間～禾津地区道路災害防除 岡山県 岡山県真庭市仲間～禾津地内 300 150

海岸保全施設整備事業  児島港海岸琴浦地区高潮対策 岡山県 岡山県倉敷市児島下の町 100 50

岡山県　計 3件 1,100 550

 直轄床上浸水対策特別緊急事業 太田川水系元安川 国土交通省 広島県広島市南区出島 300 202

海岸保全施設整備事業 倉橋漁港海岸高潮対策 広島県 広島県呉市倉橋町本浦 180 90

海岸保全施設整備事業 草津漁港海岸高潮対策 広島県 広島県広島市西区草津港 320 160

広島県  計 3件 800 452

直轄河川改修事業 那賀川水系那賀川 国土交通省  徳島県阿南市上大野町尻谷 800 624

直轄河川改修事業 吉野川水系今切川 国土交通省 徳島県板野郡松茂町加賀須野 150 117

堰堤改良事業  那賀川水系那賀川 長安口ダム 徳島県 徳島県那賀郡那賀町長安地内 243 43

徳島県  計 3件 1,193 784

河川改修事業  詰田川水系詰田川・御坊川 香川県 香川県高松市松島町 50 25

海岸保全施設整備事業  高松港海岸高松中地区局部改良 香川県 香川県高松市北浜町 90 30

香川県  計 2件 140 55

直轄道路維持修繕事業  一般国道１１号 船木地区道路災害防除 国土交通省 愛媛県新居浜市船木 100 55

愛媛県  計 1件 100 55

直轄砂防事業  吉野川水系吉野川 水谷堰堤、鈴ヶ谷堰堤 国土交通省 高知県土佐郡大川村船戸 350 292

直轄道路維持修繕事業  一般国道５５号 下山地区道路災害防除 国土交通省 高知県安芸市下山字島時 200 110

直轄道路維持修繕事業  一般国道３３号 橘地区道路災害防除 国土交通省 高知県吾川郡仁淀川町橘 100 55

地域連携推進事業  一般国道３３号 越知道路 国土交通省 高知県高岡郡越知町越知地内 500 417

高知県  計 4件 1,150 873

直轄河川改修事業 番匠川水系久留須川 国土交通省 大分県佐伯市直川道越 200 157

河川改修事業 大分川水系七瀬川 大分県 大分県大分市大字野津原 500 250

地域連携推進事業  一般国道２１２号 西大山地区道路災害防除 大分県 大分県日田市大山町西大山字片瀬古 64 32

大分県  計 3件 764 439

直轄河川改修事業 五ヶ瀬川水系大瀬川 国土交通省 宮崎県延岡市桜小路 300 242

急傾斜地崩壊対策事業 富美山第12地区 宮崎県 宮崎県延岡市富美山町富美山 36 18

宮崎県  計 2件 336 260

合  計 65件 15,256 9,178
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