
（別紙１）

国　費 事業費

対象 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 青森県弘前市大字三世寺地先 328 410

関連 公立中学校新増改築事業 藤崎町立藤崎中学校 藤崎町

青森県計 1件 328 410

対象 直轄河川改修事業 鳴瀬川水系多田川左岸地区 国土交通省 宮城県古川市師山地内 200 300

関連 経営体育成基盤整備事業 敷玉西部地区 宮城県

宮城県計 1件 200 300

対象 直轄河川改修事業
雄物川水系雄物川上流福部羅
地区

国土交通省 秋田県大仙市協和小種地内 972 1,195

関連 経営体育成基盤整備事業 小種地区 秋田県

秋田県計 1件 972 1,195

対象 直轄河川改修事業 最上川水系須川成安地区 国土交通省
山形県山形市大字成安字上敷
免地先

354 450

関連 農工団地造成事業 中山町
中山町

土地開発公社

山形県計 1件 354 450

対象 直轄河川改修事業 利根川水系小貝川 国土交通省 茨城県下妻市高道祖地先 100 150

関連 畑地帯総合整備事業 菅生地区 茨城県

茨城県計 1件 100 150

対象 交通連携推進事業
一般国道354号　伊勢崎街道
踏切

群馬県
群馬県高崎市弓町～江木町地
内

75 150

関連 高等学校整備事業 県立藤岡中央高等学校 群馬県

群馬県計 1件 75 150

対象 直轄河川改修事業
信濃川水系信濃川下流上所地
区

国土交通省 新潟県新潟市上所地先 103 140

関連 地方特定道路整備事業 市道信濃川右岸線 新潟市

対象 直轄河川改修事業 関川水系関川直江津地区 国土交通省 新潟県上越市 73 100

関連 臨海部土地造成事業 荒浜地区 新潟県

新潟県計 2件 176 240

対象 直轄河川改修事業 神通川水系熊野川友杉地区 国土交通省 富山県富山市友杉地内 61 83

関連 公害防除特別土地改良事業 神通川流域地区 富山県

対象 交通安全施設等整備事業 主要地方道　黒部宇奈月線 富山県
富山県下新川郡宇奈月町浦山
地内

35 70

関連 公立学校施設整備事業 宇奈月町統合小学校 宇奈月町

富山県計 2件 96 153

対象 地域連携推進事業 鈴見新庄線（涌波工区） 石川県
石川県金沢市田上本町～大桑
町

200 400

関連 金沢大学総合移転事業 角間Ⅱ期
国立大学法人
金沢大学

対象 河川改修事業 羽咋川水系吉崎川 石川県 石川県羽咋市中川町地先 50 100

関連 広域営農団地農道整備事業 羽咋地区 石川県

石川県計 2件 250 500

対象 直轄港湾改修事業 敦賀港鞠山南地区 国土交通省 福井県敦賀市鞠山地先 219 350

関連 港湾機能施設整備事業 鞠山南地区土地造成 福井県

関連 河川激甚災害対策特別緊急事業 足羽川 福井県

福井県計 1件 219 350
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実施計画額

平成１７年度　社会資本整備事業調整費（事業調整の部）　実施計画一覧表

事業主体 施行地
事　業　名

都府県名

（金額単位：百万円）

青森県
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国　費 事業費

実施計画額

平成１７年度　社会資本整備事業調整費（事業調整の部）　実施計画一覧表

事業主体 施行地
事　業　名

都府県名

（金額単位：百万円）

対象 直轄河川改修事業 木曽川水系揖斐川今福地区 国土交通省 岐阜県大垣市今福地内 158 230

関連 経営体育成基盤整備事業 下池西部地区 岐阜県

対象 河川改修事業 木曽川水系曽部地川 岐阜県 岐阜県郡上市白鳥町白鳥地内 25 50

関連 元気な地域づくり交付金事業 郡上市白鳥地区 郡上市

岐阜県計 2件 183 280

対象 空港整備事業 静岡空港 静岡県
静岡県島田市湯日・牧之原市
坂口地内

150 300

関連 アクセス道路整備事業 静岡空港周辺 静岡県

静岡県計 1件 150 300

対象 地域連携推進事業
一般国道167号　第二伊勢道
路

三重県 三重県度会郡二見町松下 66 120

関連 浜島小学校校舎等新築事業 志摩市 志摩市

三重県計 1件 66 120

対象 地域連携推進事業
一般国道371号　石仏バイパ
ス

大阪府 大阪府河内長野市岩瀬地先 83 150

関連 中山間地域総合整備事業 南河内こごせⅡ期 大阪府

大阪府計 1件 83 150

対象 交通円滑化事業 一般国道24号　五條道路 国土交通省 奈良県五條市釜窪町地先 850 1,074

関連 公立学校施設整備事業 西吉野小中学校 西吉野村

奈良県計 1件 850 1,074

対象 交通円滑化事業 一般国道24号　橋本道路 国土交通省
和歌山県橋本市隅田町真土～
伊都郡高野口町大野地先

185 220

関連 元気な地域づくり交付金事業 市脇地区 橋本市

和歌山県計 1件 185 220

対象 直轄河川改修事業 江の川水系江の川下流 国土交通省 島根県邑智郡川本町尾原地先 100 120

関連 東光台地宅地造成事業 日の出地区 川本町

島根県計 1件 100 120

対象 空港整備事業 徳島飛行場 国土交通省
徳島県板野郡松茂町字朝日野
地先

796 1,020

関連 配水施設整備事業 (仮称)和佐配水池 和歌山市

徳島県計 1件 796 1,020

対象 直轄河川改修事業 矢部川水系楠田川 国土交通省
福岡県三池郡高田町楠田川地
先

156 234

関連 湛水防除事業 高田南部地区 福岡県

福岡県計 1件 156 234

対象 地域連携推進事業 一般国道57号　犬飼千歳道路 国土交通省
大分県豊後大野市犬飼町下津
尾～千歳町新殿

157 200

関連 食肉流通合理化総合対策事業 大分県豊後大野市犬飼町
大分県
畜産公社

大分県計 1件 157 200

対象 河川改修事業 大淀川水系横市川 宮崎県 宮崎県都城市南横市町地内 155 310

関連 経営体育成基盤整備事業 横市地区 宮崎県

宮崎県計 1件 155 310

25件 5,651 7,926
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注）実施計画額は、百万円単位に四捨五入のため、計が合わない場合がある。

事業調整の部　計
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