
   

 

〔平成１７年３月２５日省議決定〕 
 

平成１７年度国土交通省事後評価実施計画 
 
 
この計画は、「行政機関が行う政策の評価に関する法律」（以下「行政評価法」とい

う。）第７条の規定に基づいて策定する、平成１７年度における国土交通省の事後評

価の実施に関する計画である。 

Ⅰ 計画期間 

この計画の計画期間は、平成１７年度とする。 

Ⅱ 計画期間内において事後評価の対象とする政策及び事後評価の方法 

以下に掲げる政策について、国土交通省政策評価基本計画（以下「基本計画」とい

う。）Ⅵに規定する各方式ごとの実施手順に従い、事後評価を実施する。 
なお、この計画に記載した政策は、計画策定時点において見込まれるものであり、

政策の実施状況その他状況の変化により、変更がありうる。 

１ 政策チェックアップ（業績測定） 

基本計画別紙２に掲げる政策目標に係る政策について、業績測定を実施する。こ

の場合において、社会資本整備重点計画法（平成１５年法律第２０号。以下「重点

計画法」という。）第２条第１項に規定する社会資本整備重点計画にその概要が定

められた社会資本整備事業に係る政策の評価については、基本計画別紙２に掲げる

政策目標のうち、基本計画の別紙３を踏まえ、重点計画法第４条第３項第１号に規

定する重点目標に対応する政策目標（２の政策目標に対応するものにあっては、当

該社会資本整備事業に係る政策に最も関連する業績指標の属する１の政策目標）に

照らして行わなければならない。なお、平成１６年度に目標年次が到来した業績指

標等については、当該指標に係る業績目標の達成状況を評価する。 

２ 政策レビュー（プログラム評価） 

基本計画別紙４に掲げるテーマに係る政策のうち、後掲の別表１に掲げるものに

ついて、政策レビューを実施する。このうち、＊を付したテーマについては、平成

１７年度内に評価結果を取りまとめる。 



   

 

３ 個別公共事業の再評価及び完了後の事後評価 

（１）行政評価法第７条第２項第２号の要件に該当する政策に係る評価 

行政評価法第７条第２項第２号の要件に該当する政策として、以下について、再

評価を実施する。 
・事業採択後５年間が経過した時点で未着工の事業（別表２－１）（同号イの要

件に該当するもの） 
・事業採択後１０年間が経過した時点で継続中の事業（別表２－２）（同号ロの

要件に該当するもの） 

（２）基本計画Ⅵ３（１）ア～オに該当する政策に係る再評価 

基本計画Ⅵ３（１）ア～オに該当する公共事業を実施することを目的とする政策

として、別表３に掲げるものについて、再評価を実施する。 
 
（３）完了後の事後評価 
  別表４の公共事業を実施することを目的とする政策について、完了後の事後評価

を行う。 

４ 個別研究開発課題の中間評価及び終了後の事後評価 

（１）中間評価 

別表５－１の個々の研究開発を実施することを目的とする政策について、中間評

価を実施する。 

（２）事後評価 

別表５－２の個々の研究開発を実施することを目的とする政策について、終了後

の事後評価を実施する。 
 
 



   

 

別表１ 政策レビュー実施テーマ 
テーマ 局等  

バリアフリー社会の形成                 

－交通バリアフリー法等の検証－ 

総合政策局 官庁営繕部    
都市・地域整備局 河川局 道路局
住宅局 鉄道局 自動車交通局   
海事局 港湾局 航空局 

＊

総合的な海上交通安全施策               

－海上における死亡・行方不明者の減少－

海上保安庁 海事局 気象庁   
総合政策局 

＊

直轄工事のゼロエミッション対策        

－建設リサイクル法の検証－ 

総合政策局 官房 官庁営繕部  
都市・地域整備局 河川局        
道路局 港湾局 航空局 

＊

プレジャーボートの利用改善              

－放置艇対策等の総合的な取組み－ 

総合政策局 河川局 港湾局   
海事局 海上保安庁 

＊

水資源政策                             

－水資源計画の在り方－ 

水資源部 ＊

国土政策                                

－国土計画の在り方－ 

国土計画局 ＊

住宅の長期計画の在り方                 

－現行の計画体系の見直しに向けて－ 

住宅局 ＊

港湾関連手続のワンストップ化の推進    

－港湾 EDI システムに関する検証－ 

港湾局 政策統括官(貨物流通) 
海上保安庁 

＊

国土交通行政におけるテロ対策の総合点検 全部局等（政策統括官(危機管理)
取りまとめ） 

＊

行政行動の改革 

－改革はどこまで進んだか－ 

改革のポイント  
① 成果主義 
② 局横断的な取組み 
③ 国民参画（住民参加等） 
④ 国民への説明責任（アカウンタビリティー）

全部局等（総合政策局及び政策統
括官（政策評価）取りまとめ） 

北海道総合開発計画の総合点検 
－これまでの施策の検証と今後の在り方－

北海道局 

 （注）＊を付したテーマについては、平成１７年度内に評価結果を取りまとめる。 
 
 



[公共事業関係費]

【ダム事業】

（直轄）
事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

筑後川水系ダム群連携事業 国 福岡県

【砂防事業】

（補助）
事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

テンジン川通常砂防事業 北海道 北海道

大洞沢通常砂防事業 群馬県 群馬県

中屋谷通常砂防事業 徳島県 徳島県

御所浦川離島通常砂防事業 熊本県 熊本県

【海岸事業】

（補助）
事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

岡田港海岸　局部改良事業 東京都 東京都

三池港海岸　侵食対策事業 東京都 東京都

【道路・街路事業】
（直轄）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）
一般国道４７号
新庄古口道路

国 山形県

一般国道４６８号
首都圏中央連絡自動車道
（大栄～横芝）

国 千葉県

一般国道５０号
前橋笠懸道路

国 群馬県

一般国道２号
福山道路

国 広島県

一般国道２０８号
大川佐賀道路

国 福岡県、佐賀県

【道路・街路事業】
（補助）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

新市街水前寺線（県） 熊本県 熊本県

新市街水前寺線（市） 熊本市 熊本県

【土地区画整理事業】

（補助）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

伏見西部第五地区土地区画整理事業 京都市 京都府

【市街地再開発事業】

（補助）
事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

保谷駅南口地区市街地再開発事業 西東京市 東京都

相模大野駅西側地区市街地再開発事業
相模大野駅西側地区市街地

再開発組合
神奈川県

小倉駅南口東地区市街地再開発事業
小倉駅南口東地区市街地

再開発組合
福岡県

別表２－１　事業採択後５年間が経過した時点で未着工の公共事業



【港湾整備事業】

（補助）
事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

広島港　宇品地区　防波堤整備事業 広島県 広島県
細島港　商業地区　小型船だまり整備事業 宮崎県 宮崎県

【都市・幹線鉄道整備事業】

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

川崎縦貫高速鉄道線（新百合ヶ丘～元住吉） 川崎市 神奈川県



[公共事業関係費]

【河川事業】

（直轄）
事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

岩木川直轄河川改修事業
（中流部）

国 青森県

雄物川直轄総合水系環境整備事業 国 秋田県
利根川水系直轄総合水系環境整備事業（渡良瀬川） 国 栃木県
木曽川総合水系環境整備事業 国 岐阜県・愛知県
吉井川直轄総合水系環境整備事業
（吉井川）

国 岡山県

小瀬川直轄総合水系環境整備事業
（小瀬川）

国 広島県

天神川直轄総合水系環境整備事業
（天神川）

国 鳥取県

【河川事業】

（補助）
事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

丘珠藤木川都市基盤河川改修事業 札幌市 北海道
琴似川都市基盤河川改修事業 札幌市 北海道
千厩川広域基幹河川改修事業（千厩川上流） 岩手県 岩手県
寺沢川広域基幹河川改修事業 群馬県 群馬県
竜の口川広域基幹河川改修事業 群馬県 群馬県
石神井川広域基幹河川改修事業 東京都 東京都
湯殿川広域基幹河川改修事業 東京都 東京都
千曲川（求女川）広域一般河川改修事業 長野県 長野県

犀川都市基幹河川改修事業（高橋川） 石川県 石川県
勝間田川
地震・高潮等対策河川事業

静岡県 静岡県

桂川広域基幹河川改修事業（菰川工区） 京都府 京都府
福田川都市基盤整備改修事業 神戸市 兵庫県
瑞梅寺川広域一般河川改修事業 福岡県 福岡県
飯江川広域基幹河川改修事業 福岡県 福岡県
江川都市基盤河川改修事業 北九州市 福岡県
大野川広域基幹河川改修事業 大分県 大分県

【砂防事業】

（直轄）
事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

寒河江川 国 山形県

鮭川 国 山形県

銅山川 国 山形県

片品川 国 群馬県

早川 国 山梨県

牛首川 国 石川県

黒部川 国 富山県

姫川 国 新潟県

三峰川 国 長野県

狩野川 国 静岡県

根尾川 国 岐阜県

別表２－２　事業採択後１０年間が経過した時点で継続中の公共事業



【砂防事業】

（補助）
事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

ケリマイ川通常砂防事業 北海道 北海道

暑寒別川通常砂防事業 北海道 北海道

白浜川火山砂防事業 北海道 北海道

関口沢火山砂防事業 群馬県 群馬県

滝の沢通常砂防事業 群馬県 群馬県

御勅使川通常砂防事業 山梨県 山梨県

矢代川火山砂防事業 新潟県 新潟県

山田川①通常砂防事業 富山県 富山県

小矢部川通常砂防事業 富山県 富山県

麻生谷通常砂防事業 富山県 富山県

東梅谷川通常砂防事業 富山県 富山県

牛首谷通常砂防事業 富山県 富山県

論田川通常砂防事業 富山県 富山県

宮の谷通常砂防事業 滋賀県 滋賀県

檜尾川通常砂防事業 大阪府 大阪府

佐陀川火山砂防事業 鳥取県 鳥取県

川原川通常砂防事業 福岡県 福岡県

御所浦川通常砂防事業 鹿児島県 鹿児島県

後の谷通常砂防事業 鹿児島県 鹿児島県

【地すべり対策事業】

（直轄）
事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

滝坂地区地すべり対策事業 国 福島県

【地すべり対策事業】

（補助）
事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

元地冷水地区地すべり対策事業 北海道 北海道

折立地区地すべり対策事業 宮城県 宮城県

滝の平地区地すべり対策事業 山形県 山形県

小柏地すべり対策事業 群馬県 群馬県

早雲山地すべり対策事業 神奈川県 神奈川県

長鳥地区地すべり対策事業 新潟県 新潟県

蒲生第２地区地すべり対策事業 新潟県 新潟県

宮本谷地区地すべり対策事業 和歌山県 和歌山県

大鼻地区地すべり対策事業 山口県 山口県

落合地区地すべり対策事業 徳島県 徳島県
大野地区地すべり対策事業 長崎県 長崎県

明礬地区地すべり対策事業 大分県 大分県

【急傾斜地崩壊対策事業】

（補助）
事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

浦河井寒台１地区急傾斜地崩壊対策事業 北海道 北海層

井内の３地区急傾斜地崩壊対策事業 宮城県 宮城県

城ヶ島地区急傾斜地崩壊対策事業 神奈川県 神奈川県



【海岸事業】

（補助）
事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

野手海岸高潮対策事業 千葉県 千葉県

金沢海岸侵食対策事業 石川県 石川県

土井ヶ浜海岸侵食対策事業 山口県 山口県

琴浜海岸環境整備事業 秋田県 秋田県

稚内港海岸　侵食対策事業 稚内市 北海道
仙台塩釜港海岸　高潮対策事業 宮城県 宮城県
本荘港海岸　海岸環境整備事業 秋田県 秋田県
千葉港海岸　高潮対策事業 千葉県 千葉県
金沢港海岸　侵食対策事業 石川県 石川県
沼津港海岸　高潮対策事業 静岡県 静岡県
伊良湖港海岸　海岸環境整備事業 愛知県 愛知県
五ヶ所港海岸　海岸環境整備事業 三重県 三重県
宮津港海岸　侵食対策事業 京都府 京都府
大阪港海岸　高潮対策事業 大阪市 大阪府
福良港海岸　高潮対策事業 兵庫県 兵庫県
和歌山下津港海岸　海岸環境整備事業 和歌山県 和歌山県
別府港海岸　高潮対策事業 島根県 島根県
久手港海岸　海岸環境整備事業 島根県 島根県
下関港海岸　海岸環境整備事業 下関市 山口県
枝越港海岸　海岸環境整備事業 今治市 愛媛県
博多港海岸　海岸環境整備事業 福岡市 福岡県
面高港海岸　高潮対策事業 長崎県 長崎県
川内港海岸　海岸環境整備事業 長崎県 長崎県
一町田港海岸　高潮対策事業 河浦町 熊本県
高浜港海岸　海岸環境整備事業 熊本県 熊本県
福島港海岸　侵食対策事業 宮崎県 宮崎県

【道路・街路事業】
（直轄）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）
一般国道２３３号
幌糠留萌道路

国 北海道

一般国道７号
大館西道路

国 秋田県

一般国道１３号
主寝坂道路

国 山形県

一般国道２４６号
秦野ＩＣ関連

国 神奈川県

一般国道４６８号
首都圏中央連絡自動車道（川島～五霞）

国
日本道路公団

埼玉県、茨城県

一般国道２９８号
東京外郭環状道路
（千葉県区間）

国 千葉県

一般国道２０号
竜王拡幅

国 山梨県

一般国道１号
関バイパス

国 三重県

一般国道１号
浜松バイパス（新天拡幅）

国 静岡県

一般国道４２号
熊野尾鷲道路

国 三重県

一般国道１６８号
十津川道路

国 奈良県

一般国道２号
安芸バイパス

国 広島県

一般国道２号
東広島バイパス

国 広島県

一般国道３３号
越知道路

国 高知県



一般国道３３号
三坂道路

国 愛媛県

一般国道２１８号
北方延岡道路

国 宮崎県

一般国道５７号
千歳大野道路

国 大分県

一般国道１０号
門川日向拡幅

国 宮崎県

【道路・街路事業】
（補助）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）
一般国道１０１号
田野沢バイパス

青森県 青森県

一般国道２７９号
二枚橋バイパス

青森県 青森県

一般国道１１３号
舘矢間バイパス

宮城県 宮城県

一般国道２８７号
荒砥拡幅

山形県 山形県

一般国道１２１号
大峠道路

福島県 福島県

一般国道２８８号
船引バイパス

福島県 福島県

一般国道４５９号
宮古バイパス

福島県 福島県

一般国道１１８号
那珂大宮バイパス

茨城県 茨城県

一般国道２９３号
大月拡幅

栃木県 栃木県

一般国道４６１号
奥沢バイパス

栃木県 栃木県

一般国道３５４号
大泉邑楽バイパス

群馬県 群馬県

一般国道４６２号
本関拡幅

群馬県 群馬県

一般国道４１１号
瀬戸岡・菅生拡幅

東京都 東京都

一般国道１３５号
新畑拡幅

神奈川県 神奈川県

一般国道４０３号
小須戸田上バイパス

新潟県 新潟県

一般国道２４９号
藤橋バイパス

石川県 石川県

一般国道４１５号
羽咋バイパス

石川県 石川県

一般国道２５６号
高富バイパス

岐阜県 岐阜県

一般国道１５０号
磐南バイパス

静岡県 静岡県

一般国道３６３号
瀬戸バイパス

愛知県 愛知県

一般国道１６７号
第二伊勢道路

三重県 三重県

一般国道４２２号
三田坂バイパス

三重県 三重県

一般国道４８０号
父鬼バイパス

大阪府 大阪府

一般国道４２４号
修理川バイパス

和歌山県 和歌山県

一般国道１７８号
平野山下拡幅

兵庫県 兵庫県

一般国道３７２号
日置バイパス

兵庫県 兵庫県

一般国道３７２号
丹南バイパス

兵庫県 兵庫県



一般国道３７２号
野村河高バイパス

兵庫県 兵庫県

一般国道３７２号
小原豊国バイパス

兵庫県 兵庫県

一般国道３７５号
湯抱バイパス

島根県 島根県

一般国道４２９号
旭バイパス

岡山県 岡山県

一般国道３１３号
神辺バイパス

広島県 広島県

一般国道４３７号
久賀拡幅

山口県 山口県

一般国道３７７号
払川拡幅

香川県 香川県

一般国道３２０号
宇和島拡幅

愛媛県 愛媛県

一般国道４９３号
北川奈半利道路

高知県 高知県

一般国道４９９号
竿浦拡幅

長崎県 長崎県

一般国道４４２号
黒川バイパス

熊本県 熊本県

一般国道２１２号
本耶馬溪耶馬溪道路

大分県 大分県

一般国道５００号
恒松バイパス

大分県 大分県

一般国道２２１号
高崎新田拡幅

宮崎県 宮崎県

一般国道２２３号
妙見拡幅

鹿児島県 鹿児島県

一般国道５０４号
百引拡幅

鹿児島県 鹿児島県

一般道道
留萌小平線

北海道 北海道

一般県道
林長野原線

群馬県 群馬県

都道
神湊八重根港線

東京都 東京都

市道
遠藤宮原線

藤沢市 神奈川県

主要地方道
佐渡一周線
（外海府海岸北道路）

新潟県 新潟県

主要地方道
佐渡一周線
（内海府海岸道路）

新潟県 新潟県

主要地方道
佐渡一周線
（東海岸道路）

新潟県 新潟県

主要地方道
佐渡一周線
（前浜北道路）

新潟県 新潟県

主要地方道
佐渡縦貫線

新潟県 新潟県

主要地方道
多田皆川金井線

新潟県 新潟県

主要地方道
鳥羽松阪線

三重県 三重県

主要地方道
桟原小茂田線

長崎県 長崎県

一般県道
野間島間港線

鹿児島県 鹿児島県

弥生通（２工区）外２ 北海道 北海道

中島中央通 北海道 北海道

永隆橋通 北海道 北海道

赤川中央線 函館市 北海道



水源地通 札幌市 北海道

観音林脇雑吉沢線道路改築事業 青森県 青森県

高田町通り線 新潟県 新潟県

川原松百線（小島）整備事業 石川県 石川県

赤塚駅北線 茨城県 茨城県

高崎駅観音山線 群馬県 群馬県

坂東大橋石山線（除ヶ工区） 群馬県 群馬県

磯部原市線外2線 安中市 群馬県

北上尾西口線 上尾市 埼玉県

戸田公園駅西口駅前通り１号線他１ 戸田市 埼玉県

南鳩ヶ谷駅東口駅前通り線 鳩ヶ谷市 埼玉県

増尾南増尾線 千葉県 千葉県

二間塚大堀線 千葉県 千葉県

新港横戸町線 千葉市 千葉県

放射２３号線 東京都 東京都

環状５の１号線 東京都 東京都

環状８号線 東京都 東京都

補助９４号線 東京都 東京都

調布基地関連街路（西東京３・４・２０号線） 東京都 東京都

武蔵境保谷線（三鷹３・４・１９号） 東京都 東京都

補助５４号線 世田谷区 東京都

横須賀葉山線 横須賀市 神奈川県

横浜藤沢線（上永谷・舞岡地区） 横浜市 神奈川県

横浜鎌倉線（桂町地区） 横浜市 神奈川県

川崎町田線（大熊・新羽地区） 横浜市 神奈川県

一宮春日井線（鈴井工区） 愛知県 愛知県

荒尾大府線 愛知県 愛知県

姫街道線 愛知県 愛知県

国府赤根線 愛知県 愛知県

東志賀町線（三階橋工区） 名古屋市 愛知県

静岡下島線（石田工区） 静岡市 静岡県

宮前岳美線 静岡市 静岡県

結節点環境改善事業 亀岡市 京都府

大阪モノレール整備事業 大阪府 大阪府

諸福中垣内線整備事業 大阪府 大阪府

大県本郷線整備事業 大阪府 大阪府

堺港大堀線整備事業 大阪府 大阪府

八尾富田林線整備事業 大阪府 大阪府

大阪岸和田南海線整備事業 大阪府 大阪府

園田西武庫線 兵庫県 兵庫県

荒地西山線 宝塚市 兵庫県

深草疏水通 京都市 京都府

神戸三田線（見山台・大池） 神戸市 兵庫県

阿賀虹村線 呉市 広島県

本町古浜線（３工区） 三原市 広島県

矢賀間所線 広島市 広島県

矢賀大洲線 広島市 広島県

熊本駅北部線（県） 熊本県 熊本県

山田関の江線 大分県 大分県

宗近魚町線 大分県 大分県

下郡中判田線外１線 大分県 大分県

竹田玉来線（五反切工区） 大分県 大分県

東大道南春日町線 大分市 大分県

９号線（熊谷工区） 北九州市 福岡県

県道8号線 沖縄県 沖縄県

宇治真線 浦添市 沖縄県



【土地区画整理事業】

（補助）
事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

旭川駅周辺土地区画整理事業 旭川市 北海道

東雁来第２土地区画整理事業 札幌市 北海道

新幹線二戸駅周辺地区土地区画整理事業 二戸市 岩手県

曲田土地区画整理事業 富岡町 福島県

六ツ野地区土地区画整理事業 六ツ野土地区画整理組合 茨城県

宇都宮テクノポリスセンター地区土地区画整理事業 独立行政法人都市再生機構 栃木県

伊勢崎駅周辺第一地区土地区画整理事業 伊勢崎市 群馬県

中央第二地区土地区画整理事業 群馬町 群馬県

七左第一地区土地区画整理事業 越谷市 埼玉県

八潮南部西地区土地区画整理事業 埼玉県 埼玉県

八潮南部東地区土地区画整理事業 八潮市 埼玉県

八潮南部中央地区土地区画整理事業 独立行政法人都市再生機構 埼玉県

三郷中央地区土地区画整理事業 独立行政法人都市再生機構 埼玉県

越谷レイクタウン地区土地区画整理事業 独立行政法人都市再生機構 埼玉県

大宮西部地区土地区画整理事業 独立行政法人都市再生機構 埼玉県

秋葉原駅付近地区土地区画整理事業 東京都 東京都

金沢市田上本町土地区画整理事業 金沢市田上本町土地区画整理組合 石川県

金沢市田上第五土地区画整理事業 金沢市田上第五土地区画整理組合 石川県

西都地区土地区画整理事業 浜松市西都組合 静岡県

大留上地区土地区画整理事業 春日井大留上土地区画整理組合 愛知県

津駅前北部地区土地区画整理事業 津市 三重県

木津中央地区土地区画整理事業 独立行政法人都市再生機構 京都府

水と緑の健康都市特定土地区画整理事業 大阪府 大阪府

飾磨拠点地区土地区画整理事業 姫路市 兵庫県

阿保地区土地区画整理事業 姫路市 兵庫県

倉敷駅周辺第二地区土地区画整理事業 倉敷市 岡山県

厚狭駅南部地区土地区画整理事業 山陽町 山口県

高知駅周辺地区土地区画整理事業 高知市 高知県

伊都地区土地区画整理事業 福岡市 福岡県

西ノ原地区土地区画整理事業 波佐見町 長崎県

野田地区土地区画整理事業 延岡市 宮崎県

日向南町地区土地区画整理事業 日向市 宮崎県

小林駅前地区土地区画整理事業 小林市 宮崎県

新田地区土地区画整理事業 高崎町 宮崎県

浜之市地区土地区画整理事業 隼人町 鹿児島県

谷山第二地区土地区画整理事業 鹿児島市 鹿児島県

下場地区土地区画整理事業 栗野町 鹿児島県

【市街地再開発事業】

（補助）
事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

生駒駅前北口第二地区市街地再開発事業 生駒市 奈良県

室町１丁目地区市街地再開発事業 室町１丁目地区市街地再開発組合 福岡県

【都市防災総合推進事業】

（補助）
事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

都市防災総合推進事業（不燃化促進） 西宮市
兵庫県

（国道２号線地区）

都市防災総合推進事業（不燃化促進） 神戸市
兵庫県

（板宿線地区）



【港湾整備事業】
（直轄）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

留萌港　三泊地区　多目的国際ターミナル整備事業 国 北海道

紋別港　第３ふ頭地区　多目的国際ターミナル整備事
業

国 北海道

岩内港　本港地区　防波堤整備事業 国 北海道

天売港　本港地区　耐震強化岸壁整備事業 国 北海道

鴛泊港　本港地区　防波堤整備事業 国 北海道

酒田港　北港地区　多目的国際ターミナル（耐震）整備
事業

国 山形県

新潟港　東港地区　泊地整備事業 国 新潟県

直江津港　港口地区　防波堤整備事業 国 新潟県

敦賀港　鞠山南地区　多目的国際ターミナル整備事業 国 福井県

清水港　新興津地区　国際海上コンテナターミナル整
備事業

国 静岡県

堺泉北港　助松地区　多目的国際ターミナル整備事業 国 大阪府
大阪港　南港東地区　多目的国際ターミナル整備事業 国 大阪府

徳島小松島港　赤石地区　多目的国際ターミナル（岸
壁（-10m））整備事業

国 徳島県

（補助）
事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

青森港　本港地区　旅客対応ターミナル(耐震)整備事
業

青森県 青森県

八戸港　河原木地区（第２ふ頭）　港湾緑地整備事業 青森県 青森県

直江津港　南ふ頭地区　緑地整備事業 新潟県 新潟県

伏木富山港　新湊地区　緑地整備事業 富山県 富山県

金沢港　金石地区　廃棄物処理事業 石川県 石川県

葉山港　堀内地区　港湾環境整備事業 神奈川県 神奈川県

三河港　蒲郡地区　多目的国際ターミナル整備事業 愛知県 愛知県

下田港　外ヶ岡地区　小型船だまり整備事業 静岡県 静岡県

衣浦港　高浜地区　港湾緑地整備事業 愛知県 愛知県

日高港　美浜地区　小型船だまり整備事業 和歌山県 和歌山県
由良港　避難港整備事業 和歌山県 和歌山県
東播磨港　二見地区　臨港道路整備事業 兵庫県 兵庫県
江津港　郷田地区　国内物流ターミナル整備事業 島根県 島根県
岡山港　福島地区　国内物流ターミナル整備事業 岡山県 岡山県
笠岡港　笠岡地区　旅客ターミナル整備事業 岡山県 岡山県

中田港　中町地区　旅客対応ターミナル整備・小型船
だまり整備事業

広島県
広島県

大西港　原下地区　国内物流ターミナル整備・小型船
だまり整備事業

広島県
広島県

徳山下松港　徳山地区　国内物流ターミナル整備・小
型船だまり整備事業

山口県
山口県

久賀港　久賀地区　小型船だまり整備事業 山口県 山口県
安下庄港　古城地区　小型船だまり整備事業 山口県 山口県
立石港　立石地区　港湾緑地整備事業 高松市 香川県

宇和島港　大浦地区　国内物流ターミナル・小型船だ
まり整備事業

愛媛県 愛媛県

岡村港　岡村地区　防波堤整備事業 今治市 愛媛県

松山港　外港地区　港湾緑地整備事業 愛媛県 愛媛県

佐喜浜港　佐喜浜地区　防波堤整備事業 高知県 高知県

奈半利港　奈半利地区　国内物流ターミナル整備事業 高知県 高知県

手結港　手結地区　防波堤整備事業 高知県 高知県

苅田港　新松山地区　国内物流ターミナル整備事業 福岡県 福岡県

川棚港　百津地区　臨港道路整備事業 長崎県 長崎県



瀬川港　畑下地区　小型船だまり整備事業 長崎県 長崎県

有川港　有川地区　小型船だまり整備事業 長崎県 長崎県

富江港　富江地区　離島ターミナル整備事業 長崎県 長崎県

樋島港　瀬戸地区　小型船だまり整備事業 上天草市 熊本県

中津港　田尻地区　多目的国際ターミナル整備事業 大分県 大分県

米之津港　米之津地区　国内物流ターミナル整備事業 鹿児島県 鹿児島県

獅子島港　御所浦地区　小型船だまり整備事業 東町 鹿児島県

知名瀬港　知名瀬地区　小型船だまり整備事業 名瀬市 鹿児島県

赤木名港　前肥田地区　国内物流ターミナル整備事業 笠利町 鹿児島県

湯湾港　湯湾地区　小型船だまり整備事業 宇検村 鹿児島県

博多港　アイランドシティ地区　小型船だまり整備事業 福岡市 福岡県

伊江港　伊江地区　国内物流ターミナルの整備事業 沖縄県 沖縄県

前泊港（多良間）　前泊地区　地域交流拠点の整備事
業

沖縄県 沖縄県

【空港整備事業】

（直轄等）
事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

関西国際空港２期事業 関西国際空港（株） 大阪府

【都市・幹線鉄道整備事業】

（補助）
事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

大阪外環状線（新大阪～久宝寺） 大阪外環状鉄道㈱ 大阪府

【公営住宅整備事業】

（補助）
事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

ﾄﾞﾘｰﾑﾀｳﾝ団地公営住宅整備事業 北海道豊頃町 北海道

県営宮野目アパート建替事業 岩手県 岩手県

金谷団地建替事業 宮城県村田町 宮城県

大荒井住宅公営住宅整備事業 福島県喜多方市 福島県

西干場団地公営住宅整備事業 富山県福岡町 富山県

平井団地公営住宅整備事業 福井県鯖江市 福井県

諏訪間団地公営住宅整備事業 福井県永平寺町 福井県

ラコルテ和多田公営住宅整備事業 佐賀県唐津市 佐賀県

【住宅市街地基盤整備事業】

（補助）
事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

明野南通他１路線　（ウトナイ住宅団地他１） 苫小牧市 北海道

駅東通線(街路)　（坂戸石井土地区画整理他１） 坂戸市 埼玉県

多３・１・６南多摩尾根幹線（百村）　（多摩ニュータウ
ン）

東京都 東京都

羽沢池辺線（池辺地区）　（港北） 横浜市 神奈川県

丸子中山茅ヶ崎線（大棚勝田地区）　（港北） 横浜市 神奈川県

田上第五地区　（浅川団地） 石川県 石川県

二級河川九領川　（志都呂） 浜松市 静岡県

市道田治米畑町線　（尾生久米田特定土地区画整理） 大阪府 大阪府

一級河川　江川　（北九州学術・研究都市団地） 北九州市 福岡県

穴生水巻線（穴生）　（永犬丸・則松団地） 北九州市 福岡県

貝塚・中根線他5路線　（牛久北部他1土地区画整理） 都市再生機構 茨城県



北金目真田線外1路線　（真田・北金目土地区画整理） 都市再生機構 神奈川県

7駅圏道路　（千葉ニュータウン） 都市再生機構 千葉県

【下水道事業】

（補助）
事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

知内町特定環境保全公共下水道事業 知内町 北海道

森町公共下水道事業 森町 北海道

寿都町特定環境保全公共下水道事業 寿都町 北海道

喜茂別町特定環境保全公共下水道事業 喜茂別町 北海道

赤井川村特定環境保全公共下水道事業 赤井川村 北海道

上砂川町特定環境保全公共下水道事業 上砂川町 北海道

浦臼町特定環境保全公共下水道事業 浦臼町 北海道

遠別町特定環境保全公共下水道事業 遠別町 北海道

幌延町特定環境保全公共下水道事業 幌延町 北海道

斜里町特定環境保全公共下水道事業 斜里町 北海道

追分町特定環境保全公共下水道事業 追分町 北海道

えりも町特定環境保全公共下水道事業 えりも町 北海道

中標津町特定環境保全公共下水道事業 中標津町 北海道

上北町公共下水道事業 上北町 青森県

東北町公共下水道事業 東北町 青森県

六ヶ所村公共下水道事業 六ヶ所村 青森県

六ヶ所村特定環境保全公共下水道事業 六ヶ所村 青森県

大間町特定環境保全公共下水道事業 大間町 青森県

脇野沢村特定環境保全公共下水道事業 脇野沢村 青森県

湯田町特定環境保全公共下水道 湯田町 岩手県

沢内村特定環境保全公共下水道 沢内村 岩手県

東和町特定環境保全公共下水道事業 東和町 宮城県

北上町特定環境保全公共下水道事業 北上町 宮城県

牡鹿町特定環境保全公共下水道事業 牡鹿町 宮城県

志津川町公共下水道事業 志津川町 宮城県

津山町特定環境保全公共下水道事業 津山町 宮城県

歌津町特定環境保全公共下水道事業 歌津町 宮城県

河北町公共下水道事業 河北町 宮城県

桃生町特定環境保全公共下水道事業 桃生町 宮城県

女川町公共下水道事業 女川町 宮城県

北上川下流東部流域下水道事業 宮城県 宮城県

羽後町特定環境保全公共下水道 羽後町 秋田県

山内村特定環境保全公共下水道 山内村 秋田県

舟形町特定環境保全公共下水道事業 舟形町 山形県

会津若松市公共下水道事業 会津若松市 福島県

南郷村特定環境保全公共下水道事業 南郷村 福島県

猪苗代町特定環境保全公共下水道事業（中ノ沢処理
区）

猪苗代町 福島県

仙台市特定環境保全公共下水道事業 仙台市 宮城県

小貝川東部流域下水道事業 茨城県 茨城県

東町公共下水道事業 東町 茨城県

八郷町公共下水道事業 八郷町 茨城県

黒羽町特定環境保全公共下水道事業 黒羽町 栃木県

那須町公共下水道事業 那須町 栃木県

桐生市公共下水道（桐生処理区） 桐生市 群馬県

太田市公共下水道（西邑楽処理区） 太田市 群馬県

富士見村公共下水道（県央処理区） 富士見村 群馬県



新川都市下水路事業 越谷市 埼玉県

川里町公共下水道事業 川里町 埼玉県

長野市特定環境保全公共下水道 長野市 長野県

飯田市特定環境保全公共下水道 飯田市 長野県

軽井沢町公共下水道事業 軽井沢町 長野県

阿智村特定環境保全公共下水道 阿智村 長野県

紫雲寺町公共下水道 紫雲寺町 新潟県

水原町公共下水道 阿賀野市 新潟県

京ヶ瀬村特定環境保全公共下水道 阿賀野市 新潟県

笹神村特定環境保全公共下水道 阿賀野市 新潟県

加治川村特定環境保全公共下水道 加治川村 新潟県

分水町公共下水道 分水町 新潟県

味方村特定環境保全公共下水道 味方村 新潟県

三川村特定環境保全公共下水道 三川村 新潟県

中郷村特定環境保全公共下水道 上越市 新潟県

関川村特定環境保全公共下水道 関川村 新潟県

入善町公共下水道事業（公関特環含む） 入善町 富山県

朝日町公共下水道事業（公関特環含む） 朝日町 富山県

金沢市特定環境保全公共下水道事業（湯涌処理区） 金沢市 石川県

鳥屋町特定環境保全公共下水道事業（北部処理区） 中能登町 石川県

内浦町特定環境保全公共下水道事業（恋路処理区） 能登町 石川県

高山市特定環境保全公共下水道 高山市 岐阜県

高山市特定環境保全公共下水道 高山市 岐阜県

美濃市公共下水道 美濃市 岐阜県

一志町特定環境保全公共下水道事業 一志町 三重県

大野市公共下水道事業 大野市 福井県

丹波町特定環境保全公共下水道事業 丹波町 京都府

藤井寺市大和川下流流域関連公共下水道事業（今池
処理区）

藤井寺市 大阪府

堺市南大阪湾岸流域関連公共下水道事業（北部処理
区）

堺市 大阪府

養父市特定環境保全公共下水道事業（養父中央処理
区）

養父市 兵庫県

丹波市特定環境保全公共下水道事業（氷上東処理
区）

丹波市 兵庫県

御所市特定環境保全公共下水道事業 御所市 奈良県

用瀬町特定環境保全公共下水道事業（用瀬処理区） 鳥取市 鳥取県

東伯町公共下水道事業（東伯処理区） 琴浦町 鳥取県

赤碕町特定環境保全公共下水道事業（赤碕処理区） 琴浦町 鳥取県

西伯町特定環境保全公共下水道事業（法勝寺処理
区）

南部町 鳥取県

名和町特定環境保全公共下水道事業（名和処理区） 名和町 鳥取県

安来市流域関連特定環境保全公共下水道事業（広瀬
処理分区）

安来市 島根県

飯南町特定環境保全公共下水道事業（赤来処理区） 飯南町 島根県

赤磐市特定環境保全公共下水道事業（熊山処理区） 赤磐市 岡山県

船穂町公共下水道事業（船穂処理区） 船穂町 岡山県

津山市公共下水道事業（勝北処理区） 津山市 岡山県

福山市流域関連公共下水道（旧沼隈町） 福山市 広島県

三次市公共下水道（三良坂処理区） 三次市 広島県

三次市公共関連特定環境保全公共下水道（三良坂処
理区）

三次市 広島県

三次市特定環境保全公共下水道（吉舎処理区） 三次市 広島県

倉橋町特定環境保全公共下水道（倉橋中央処理区） 倉橋町 広島県



湯来町特定環境保全公共下水道（水内川処理区） 湯来町 広島県

安芸太田町特定環境保全公共下水道（上殿・柴木処
理区）

安芸太田町 広島県

東城町公共下水道（東城処理区） 東城町 広島県

周防大島町特定環境保全公共下水道（安下庄処理
区）

周防大島町 山口県

渕崎都市下水路事業 土庄町 香川県

今治市特定環境保全公共下水道事業(井口処理区） 今治市 愛媛県

福津市公共下水道事業 福津市 福岡県

うきは市特定環境保全公共下水道事業 うきは市 福岡県

遠賀町公共下水道事業 遠賀町 福岡県

鞍手町公共下水道事業 鞍手町 福岡県

久保田町特定環境保全公共下水道事業 久保田町 佐賀県

長崎市特定環境保全公共下水道事業 長崎市 長崎県

諫早市特定環境保全公共下水道事業 諫早市 長崎県

口之津町公共下水道事業 口之津町 長崎県

菊池市特定環境保全公共下水道事業 菊池市 熊本県

河浦町特定環境保全公共下水道事業 河浦町 熊本県

串間市公共下水道事業 串間市 宮崎県

高崎町公共下水道事業 高崎町 宮崎県

山田町公共下水道事業 山田町 宮崎県

高千穂町公共下水道事業 高千穂町 宮崎県

知覧町公共下水道事業 知覧町 鹿児島県

大崎町公共下水道事業 大崎町 鹿児島県

笠利町特定環境保全公共下水道事業 笠利町 鹿児島県

中城湾南部流域下水道事業 沖縄県 沖縄県

北中城村公共下水道事業 北中城村 沖縄県

中城村公共下水道事業 中城村 沖縄県

西原町公共下水道事業 西原町 沖縄県

佐敷町公共下水道事業 佐敷町 沖縄県

与那原町公共下水道事業 与那原町 沖縄県

南風原町公共下水道事業 南風原町 沖縄県

【都市公園事業】

（補助）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

新青森総合運動公園整備事業 青森県 青森県

館鼻公園整備事業 八戸市 青森県

南部総合公園整備事業 宇都宮市 栃木県

河内町総合運動公園整備事業 河内町 栃木県

アンデルセン公園整備事業 船橋市 千葉県

城北中央公園整備事業 東京都 東京都

小出公園整備事業 魚沼市 新潟県

京坪川河川公園 舟橋村 富山県

犀川緑地整備事業 石川県 石川県

内灘町総合公園整備事業 内灘町 石川県

松坂市総合運動公園整備事業 松坂市 三重県

春日山公園整備事業 滋賀県 滋賀県

紫水ヶ丘公園整備事業 綾部市 京都府

原池公園整備事業 堺市 大阪府

宿毛市総合運動公園整備事業 宿毛市 高知県



水俣広域公園整備事業 水俣市 熊本県

竹馬川アクアパーク整備事業 北九州市 福岡県

バイナガマ公園 平良市 沖縄県



[公共事業関係費]

【河川事業】

（直轄）
事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

阿武隈川上流直轄河川改修事業（本宮右岸地 国 福島県
米代川直轄河川改修事業 国 秋田県
梯川直轄河川改修事業 国 石川県
太田川直轄河川改修事業（市内派川高潮対策） 国 広島県

【河川事業】

（補助）
事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

美幌川広域基幹河川改修事業 北海道 北海道
猿別川広域基幹河川改修事業 北海道 北海道
茶路川広域基幹河川改修事業 北海道 北海道
知利別川広域基幹河川改修事業 北海道 北海道
雁来川都市基盤河川改修事業 札幌市 北海道
木賊川広域基幹河川改修事業 岩手県 岩手県
三陸地区高潮対策事業（織笠川） 岩手県 岩手県
新城川広域基幹河川改修事業 秋田県 秋田県
湯尻川広域一般河川改修事業 山形県 山形県
東根川広域基幹河川改修事業 福島県 福島県
長瀬川広域一般河川改修事業 福島県 福島県
御用川都市基盤河川改修事業 宇都宮市 栃木県
鏑川広域基幹河川改修事業 群馬県 群馬県
板倉川広域基幹河川改修事業 群馬県 群馬県
休泊川広域基幹河川改修事業 群馬県 群馬県
多々良川広域基幹河川改修事業 群馬県 群馬県

飯山満川防災調節池事業 千葉県 千葉県
空堀川総合治水対策特定河川事業 東京都 東京都
残堀川総合治水対策特定河川事業 東京都 東京都
鶴見川総合治水対策特定河川事業 東京都 東京都
泉川広域基幹河川改修事業 山梨県 山梨県
永池川中小河川改修事業 神奈川県 神奈川県
飛騨川広域基幹河川改修事業 岐阜県 岐阜県
宮川広域基幹河川改修事業 岐阜県 岐阜県
犀川広域基幹河川改修事業 岐阜県 岐阜県
日光川地震高潮等対策事業 愛知県 愛知県
安永川都市基盤河川改修事業 豊田市 愛知県
相川広域基幹河川改修事業 三重県 三重県
名張川広域一般河川改修事業 三重県 三重県
東条川広域基幹河川改修事業 兵庫県 兵庫県
宇佐川広域基幹河川改修事業 山口県 山口県
周防地区高潮対策事業（柳川） 山口県 山口県
砂子多川都市基盤河川改修事業 下関市 山口県
紫川都市基盤河川改修事業 北九州市 福岡県
玉島川広域一般河川改修事業 佐賀県 佐賀県
宮田川広域一般河川改修事業 宮崎県 宮崎県

別表３　基本計画ＶＩ３（１）ア～オに該当する公共事業



【ダム事業】

（直轄）
事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

森吉山ダム建設事業 国 秋田県

津軽ダム建設事業 国 青森県

鳴瀬川総合開発事業 国 宮城県

【ダム事業】

（補助）
事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

中村ダム建設事業 青森県 青森県
簗川ダム建設事業 岩手県 岩手県
真木ダム建設事業 秋田県 秋田県
今出川総合開発事業 福島県 福島県
舟川総合開発事業　舟川生活貯水池 富山県 富山県
藤井川総合開発事業 茨城県 茨城県
増田川ダム建設事業 群馬県 群馬県
夷隅川河川総合開発事業 千葉県 千葉県
琴川総合開発事業 山梨県 山梨県
荒城川河川総合開発事業（丹生川ダム） 岐阜県 岐阜県
大八賀川河川総合開発事業（大島ダム） 岐阜県 岐阜県
太田川ダム
河川総合開発事業

静岡県 静岡県

切目川河川総合開発事業 和歌山県 和歌山県
黒杭川上流生活貯水池建設事業 山口県 山口県

【砂防事業】
（直轄）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

烏川 国 群馬県

梓川上流 国 長野県

片桐松川 国 長野県

六甲山系 国 兵庫県

瀬田川 国 滋賀県

木津川 国 奈良県・三重県

九頭竜川 国 福井県

南小川・赤根川 国 高知県

【砂防事業】
（補助）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

ｵｷﾘｶｯﾌﾟ川通常砂防事業 北海道 北海道

ﾋﾟﾔｼﾘ川通常砂防事業 北海道 北海道

富良野川火山砂防事業 北海道 北海道

雄忠志内川火山砂防事業 北海道 北海道

十勝岳火山噴火警戒避難対策事業 北海道 北海道

朝日川　通常砂防事業 山形県 山形県

鎌田沢通常砂防事業 群馬県 群馬県

大山沢川通常砂防事業 山梨県 山梨県

加茂大平通常砂防事業 新潟県 新潟県

黒谷川通常砂防事業 富山県 富山県

【地すべり対策事業】

（直轄）
事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

赤崎地区地すべり対策 国 新潟県



【地すべり対策事業】

（補助）
事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

四万地すべり対策事業 群馬県 群馬県

長坂羽田地区地すべり対策事業 新潟県 新潟県

勝木原地区地すべり対策事業 富山県 富山県

細井地区地すべり対策事業 香川県 香川県

【雪崩対策事業】
（補助）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

間方地区雪崩対策事業 福島県 福島県

【海岸事業】

（直轄）
事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

石川海岸保全施設整備事業 国 石川県

久慈港海岸　直轄海岸保全施設整備事業※１ 国 岩手県

※1は、港湾整備事業と一体的に整備

【海岸事業】

（補助）
事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

平内海岸高潮対策事業 岩手県 岩手県

警固屋海岸高潮対策事業 広島県 広島県

真砂海岸侵食対策事業 北海道 北海道

標津海岸侵食対策事業 北海道 北海道

象潟海岸侵食対策事業 秋田県 秋田県

大岩海岸局部改良事業 北海道 北海道

浜崎海岸局部改良事業 福岡県 福岡県

真野長石海岸環境整備事業 新潟県 新潟県

えりも港海岸　高潮対策事業 えりも町 北海道
奥尻港海岸　高潮対策事業 奥尻町 北海道
青森港海岸　侵食対策事業 青森県 青森県
鹿島港海岸　海岸環境整備事業 茨城県 茨城県
新潟港海岸　侵食対策事業 新潟県 新潟県
岩船港海岸　侵食対策事業 新潟県 新潟県
姫川港海岸　侵食対策事業 新潟県 新潟県
伏木富山港海岸　侵食対策事業 富山県 富山県
伏木富山港海岸　海岸環境整備事業 富山県 富山県
滝港海岸　海岸環境整備事業 石川県 石川県
和田港海岸　海岸環境整備事業 福井県 福井県
熱海港海岸　海岸環境整備事業 静岡県 静岡県
四日市港海岸　高潮対策事業 四日市港管理組合 三重県
久美浜港海岸　侵食対策事業 京都府 京都府
尼崎西宮芦屋港海岸　高潮対策事業 兵庫県 兵庫県
尼崎西宮芦屋港海岸　海岸環境整備事業 兵庫県 兵庫県
姫路港海岸　高潮対策事業 兵庫県 兵庫県
赤碕港海岸　侵食対策事業 鳥取県 鳥取県
江津港海岸　侵食対策事業 島根県 島根県
田儀港海岸　海岸環境整備事業 島根県 島根県
水島港海岸　高潮対策事業 岡山県 岡山県
小野田港海岸　高潮対策事業 山口県 山口県
徳山下松港海岸　高潮対策事業 山口県 山口県
徳島小松島港海岸　侵食対策事業 徳島県 徳島県
川之石港海岸　高潮対策事業 愛媛県 愛媛県
須崎港海岸　高潮対策事業 高知県 高知県



奈半利港海岸　高潮対策事業 高知県 高知県
北九州港海岸　海岸環境整備事業 北九州市 福岡県
下田港海岸　海岸環境整備事業 長崎県 長崎県
田結港海岸　海岸環境整備事業 長崎県 長崎県
古江港海岸　高潮対策事業 長崎県 長崎県
櫛来港海岸　海岸環境整備事業 大分県 大分県
武蔵港海岸　海岸環境整備事業 大分県 大分県
宮ヶ浜港海岸　海岸環境整備事業 鹿児島県 鹿児島県

【道路・街路事業】
（直轄）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

一般国道２７８号
空港道路

国 北海道

一般国道２３５号
厚賀静内道路

国 北海道

一般国道４５０号
愛別上川道路

国 北海道

一般国道２３７号
神楽拡幅

国 北海道

一般国道４５号
八戸南環状道路

国 青森県

一般国道７号
青森環状道路

国 青森県

一般国道７号
浪岡バイパス

国 青森県

一般国道４５号
釜石山田道路

国 岩手県

一般国道４５号
中野バイパス

国 岩手県

一般国道４号
渋民バイパス

国 岩手県

一般国道４号
富谷大和拡幅

国 宮城県

一般国道１０８号
古川東バイパス

国 宮城県

一般国道１３号
河辺拡幅

国 秋田県

一般国道１３号
尾花沢新庄道路

国 山形県

一般国道４９号
平バイパス

国 福島県

一般国道４号
本宮拡幅

国 福島県

一般国道１７号
群馬大橋拡幅

国 群馬県

一般国道５０号
下館バイパス

国 茨城県

一般国道５２号
上石田改良

国 山梨県

一般国道７号
新新バイパス

国 新潟県

一般国道７号
新発田拡幅

国 新潟県

一般国道８号
白根バイパス

国 新潟県

一般国道２８９号
八十里越

国 新潟県、福島県



一般国道１７号
浦佐バイパス

国 新潟県

一般国道８号
直江津バイパス

国 新潟県

一般国道８号
南郷拡幅

国 石川県

一般国道４７５号
東海環状自動車道
北勢～四日市

国 三重県

一般国道５２号
清水ＩＣ関連

国 静岡県

一般国道２１号
可児御嵩バイパス

国 岐阜県

一般国道１号
南二日町交差点

国 静岡県

一般国道８号
福井バイパス

国 福井県

一般国道２４号
八条坊門立体交差

国 京都府

一般国道１６９号
奥瀞道路

国 奈良県、和歌山県

一般国道１号
洛南道路

国 京都府

一般国道１７５号
神出バイパス

国 兵庫県

一般国道２７号
美浜東バイパス

国 福井県

一般国道４８３号
日高豊岡南道路

国 兵庫県

一般国道９号
米子道路

国 鳥取県

一般国道１１号
坂出・丸亀バイパス

国 香川県

一般国道１１号
小松バイパス

国 愛媛県

一般国道５６号
土佐道路

国 高知県

一般国道１９２号
徳島南環状道路

国 徳島県

一般国道３号
日奈久芦北道路

国 熊本県

一般国道３号
川内道路

国 鹿児島県

一般国道３４号
大村拡幅

国 長崎県

一般国道３２９号
金武バイパス

国 沖縄県

一般国道５０６号
豊見城東道路

国 沖縄県

【道路・街路事業】
（補助）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）
一般国道１０１号
追良瀬バイパス

青森県 青森県

一般国道３３８号
長後バイパス

青森県 青森県

一般国道１０６号
簗川道路

岩手県 岩手県

一般国道２８３号
上郷道路

岩手県 岩手県

一般国道３４０号
高田バイパス

岩手県 岩手県

一般国道１０５号
米内沢バイパス

秋田県 秋田県



一般国道３９９号
中島バイパス

福島県 福島県

一般国道４００号
杉峠バイパス

福島県 福島県

一般国道４５９号
見頃バイパス

福島県 福島県

一般国道３５４号
北浦バイパス

茨城県 茨城県

一般国道３５４号
土浦バイパス

茨城県 茨城県

一般国道１２１号
板橋バイパス

栃木県 栃木県

一般国道４１２号
長竹～青山拡幅

神奈川県 神奈川県

一般国道１３７号
河口Ⅱ期バイパス

山梨県 山梨県

一般国道４１８号
中洞・市場拡幅

岐阜県 岐阜県

一般国道１５２号
浜北～天竜バイパス

静岡県 静岡県

一般国道３６２号
宮口バイパス

静岡県 静岡県

一般国道４１９号
梅坪拡幅

愛知県 愛知県

一般国道１６７号
鵜方磯部バイパス

三重県 三重県

一般国道３１１号
波田須磯崎バイパス

三重県 三重県

一般国道３６５号
員弁バイパス

三重県 三重県

一般国道３６８号
仁柿峠バイパス

三重県 三重県

一般国道１６２号
阿納尻～田烏バイパス

福井県 福井県

一般国道３６４号
谷口バイパス

福井県 福井県

一般国道１７８号
養老伊根バイパス

京都府 京都府

一般国道２号
姫路西拡幅

兵庫県 兵庫県

一般国道３７１号
温川バイパス

和歌山県 和歌山県

一般国道３７５号
福富豊栄バイパス

広島県 広島県

一般国道１８６号
御園バイパス

広島県 広島県

一般国道３２７号
岩屋戸バイパス

宮崎県 宮崎県

主要地方道
新千歳空港線

北海道 北海道

登別温泉通外１ 北海道 北海道
菅谷飯田線 茨城県 茨城県
産業通り
（西原立体）

宇都宮市
栃木県

東武伊勢崎線外2線 群馬県 群馬県
並木町横川線
（八王子3･4･57）

八王子市
東京都

都市モノレール
多摩南北線

東京都
東京都

阪神電鉄
連続立体交差事業

神戸市
兵庫県

長崎駅周辺
連続立体交差事業
（着工準備）

長崎県
長崎県



枇杷島小田井線 愛知県 愛知県

【土地区画整理事業】
（補助）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

西宮の沢土地区画整理事業 札幌市 北海道

奈々切大石地区土地区画整理事業 陸前高田市 岩手県

盛岡駅西口地区土地区画整理事業 盛岡市 岩手県

荒井地区土地区画整理事業 仙台市 宮城県

秋田駅東第三地区土地区画整理事業 秋田市 秋田県

会津田島駅周辺地区土地区画整理事業 田島町 福島県

東部第二地区土地区画整理事業 ひたちなか市 茨城県

牛久北部地区土地区画整理事業 独立行政法人都市再生機構 茨城県

三郷第三地区土地区画整理事業 三郷第三組合 群馬県

原新町土地区画整理事業 上尾市原新町土地区画整理組合 埼玉県

狭山市駅東口地区土地区画整理事業 狭山市 埼玉県

飯山満地区土地区画整理事業 船橋市 千葉県

請西第三地区土地区画整理事業 木更津市請西第三土地区画整理組合 千葉県

二ツ木・幸谷地区土地区画整理事業 松戸市二ツ木・幸谷土地区画整理組合 千葉県

西平山地区土地区画整理事業 日野市 東京都

湘南の丘地区土地区画整理事業 藤沢市 神奈川県

石和駅前地区土地区画整理事業 笛吹市 山梨県

伝法寺地区土地区画整理事業 一宮伝法寺土地区画整理組合 愛知県

勝川駅南口周辺地区土地区画整理事業 春日井市 愛知県

松河戸地区土地区画整理事業 春日井市 愛知県

下津陸田地区土地区画整理事業 稲沢市 愛知県

福井駅周辺地区土地区画整理事業 福井市 福井県

東山丘陵特定土地区画整理事業 貝塚市東山丘陵土地区画整理組合 大阪府

海田市駅南口土地区画整理事業 海田町 広島県

筥崎地区土地区画整理事業 福岡市 福岡県

嬉野第七地区土地区画整理事業 嬉野町 佐賀県

菊陽第二地区土地区画整理事業 菊陽町 熊本県

【市街地再開発事業】
（補助）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

花京院一丁目第一地区市街地再開発事業
花京院一丁目第一地区市街地再開発組合

（予定） 宮城県

鴻巣駅東口A地区市街地再開発事業
鴻巣駅東口A地区市街地再開発組合

埼玉県

柏駅東口Ａ街区第一地区市街地再開発事業

柏駅東口Ａ街区第一地区市街地
再開発組合
（予定）

千葉県

柏駅東口Ａ街区第二地区市街地再開発事業

柏駅東口Ａ街区第二地区市街地
再開発組合
（予定）

千葉県

【港湾整備事業】
（直轄）



事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

白老港　本港地区　国内物流ターミナル整備事
業

国 北海道

森港　本港地区　小型船だまり整備事業 国 北海道

江差港　本港地区　国内物流ターミナル整備事
業

国 北海道

瀬棚港　本港地区　国内物流ターミナル整備事
業

国 北海道

天塩港　本港地区　国内物流ターミナル整備事
業

国 北海道

沓形港　本港地区　防波堤整備事業 国 北海道

久慈港　湾口地区　防波堤整備事業※２ 国 岩手県

宮古港　竜神崎地区　防波堤整備事業 国 岩手県

石巻港　雲雀野地区　多目的国際ターミナル整
備事業

国 宮城県

伏木富山港　伏木地区　多目的国際ターミナル
整備事業

国 富山県

七尾港　大田地区　多目的国際ターミナル整備
事業

国 石川県

金沢港　大野地区　多目的国際ターミナル整備
事業（防砂堤）

国 石川県

御前崎港　女岩地区　防波堤整備事業 国 静岡県

衣浦港　武豊北地区　多目的国際物流ターミナ
ル整備事業

国 愛知県

和歌山下津港　本港地区　防波堤整備事業 国 和歌山県

鳥取港　千代地区　防波堤整備事業 国 鳥取県

境港　外港地区　防波堤整備事業 国 鳥取県、島根県

水島港　玉島地区　航路整備事業 国 岡山県

三田尻中関港　築地地区　防波堤整備事業 国 山口県

油谷港　唐崎地区　防波堤整備事業 国 山口県

高知港　三里地区　多目的国際ターミナル整備
事業

国 高知県

下関港　新港地区　多目的国際ターミナル整備
事業

国 山口県

北九州港　響灘地区　国際海上コンテナターミ
ナル整備事業

国 福岡県

伊万里港　七ツ島地区　多目的国際ターミナル
整備事業

国 佐賀県

熊本港　本港地区　国内物流ターミナル整備事
業

国 熊本県

関門航路　開発保全航路整備事業 国 山口県、福岡県

平戸瀬戸航路　開発保全航路整備事業 国 長崎県

※２は、海岸事業と一体的に整備

（補助）
事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

紋別港　港南地区　港湾緑地整備事業 紋別市 北海道

岩内港　本港地区　港湾緑地整備事業 岩内町 北海道

八戸港　河原木地区（沼館）　港湾緑地整備事
業

青森県 青森県

釜石港　須賀地区　国内物流ターミナル(耐震)
整備事業

岩手県 岩手県

大船渡港　永浜地区　小型船だまり整備事業 岩手県 岩手県

大船渡港　海域環境創造・自然再生事業 岩手県 岩手県

酒田港　漁港地区　臨港道路整備事業 山形県 山形県

加茂港　加茂地区　地域生活基盤整備事業 山形県 山形県

利島港　前浜地区　離島ターミナル整備事業 東京都 東京都

新島港　前浜地区　小型船だまり整備事業 東京都 東京都



寺泊港　寺泊地区　防波堤整備事業 新潟県 新潟県

伏木富山港　新湊地区　臨港道路整備事業 富山県 富山県

伏木富山港　伏木地区　緑地整備事業 富山県 富山県

伏木富山港　富山地区　海域環境の整備　公害
防止対策事業

富山県 富山県

伏木富山港　新湊地区　緑地整備事業 富山県 富山県

七尾港　大田地区　小型船だまり整備事業 石川県 石川県

七尾港　府中地区　小型船だまり整備事業 石川県 石川県

衣浦港　亀崎地区　多目的国際ターミナル整備
事業

愛知県 愛知県

衣浦港　東浦地区　小型船だまり整備事業 愛知県 愛知県

三河港　田原地区　防波堤整備事業 愛知県 愛知県

熱海港　和田磯地区　旅客船対応ターミナル整
備事業

静岡県 静岡県

衣浦港　東浦地区　港湾緑地整備事業 愛知県 愛知県

三河港　御津地区　港湾緑地整備事業 愛知県 愛知県

衣浦港　外港地区　廃棄物処理施設整備事業 愛知県 愛知県

相生港　鰯浜地区　小型船だまり整備事業 兵庫県 兵庫県

家島港　家島地区　国内物流ターミナル整備事
業

兵庫県 兵庫県

御波港　御波地区　防波堤整備事業 島根県 島根県

来居港　来居地区　旅客ターミナル整備事業 島根県 島根県

徳山下松港　下松地区　国内物流ターミナル整
備事業

山口県
山口県

三田尻中関港　中関地区　多目的国際ターミナ
ル整備事業

山口県 山口県

宇部港　東見初地区　廃棄物処理施設整備事
業

山口県 山口県

引田港　川向地区　小型船だまり整備事業 香川県 香川県

女木港　宮の下地区　離島ターミナル・小型船
だまり整備事業

高松市 香川県

東予港　西条地区　小型船だまり整備事業 愛媛県 愛媛県

長浜港　長浜地区　小型船だまり整備事業 愛媛県 愛媛県

弓削港　下弓削地区　離島ターミナル整備事業 愛媛県 愛媛県

田結港　大門地区　小型船だまり整備事業 長崎県 長崎県

須川港　須川地区　国内物流ターミナル整備事
業

長崎県 長崎県

比田勝港　比田勝地区　小型船だまり整備事業 長崎県 長崎県

鬼池港　鬼池地区　国内物流ターミナル整備事
業

熊本県 熊本県

三角港　西港地区　港湾緑地整備事業 熊本県 熊本県

三角港　際崎地区　港湾緑地整備事業 熊本県 熊本県

本渡港　本渡地区　廃棄物海面処分場整備事
業

熊本県 熊本県

日奈久港　日奈久地区　小型船だまり整備事業 八代市 熊本県

川内港　唐浜地区　国内物流ターミナル整備事
業

鹿児島県 鹿児島県

黒之浜港　黒之浜地区　小型船だまり整備事業 鹿児島県 鹿児島県

鹿屋港　鹿屋地区　小型船だまり整備事業 鹿児島県 鹿児島県

北九州港　新門司北地区　港湾緑地整備事業 北九州市 福岡県

中城湾港　新港地区　国内物流ターミナルの整
備事業

沖縄県 沖縄県

平良港　トゥリバー地区　コースタルリゾート整
備事業

平良市 沖縄県

平良港　トゥリバ－地区　港湾環境整備事業 平良市 沖縄県



【公営住宅整備事業】
（補助）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

三本木町混内山住宅建設事業
宮城県三本木町 宮城県

【住宅市街地基盤整備事業】
（補助）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

二級河川都川　（千葉東南部）
千葉県 千葉県

二級河川栗山川　（多古台）
千葉県 千葉県

【下水道事業】
（補助）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

石狩湾特定公共下水道事業 北海道 北海道

相馬市公共下水道事業 相馬市 福島県

市川市公共下水道 市川市 千葉県

富里市公共下水道事業 富里市 千葉県

桂川流域下水道事業 山梨県 山梨県

身延町特定環境保全公共下水道事業 身延町 山梨県

西桂町公共下水道事業 西桂町 山梨県

犀川安曇野流域下水道 長野県 長野県

長野市特定環境保全公共下水道 長野市 長野県

望月町特定環境保全公共下水道 望月町 長野県

阿賀野川流域下水道事業 新潟県 新潟県

中津川市公共下水道 中津川市 岐阜県

荒子都市下水路事業 名古屋市 愛知県

中勢沿岸流域下水道事業（松阪処理区） 三重県 三重県

松阪市公共下水道事業 松阪市 三重県

白山町特定環境保全公共下水道事業 白山町 三重県

多気町特定環境保全公共下水道事業 多気町 三重県

南あわじ市特定環境保全公共下水道（松帆・湊
処理区）

南あわじ市
兵庫県

美咲町特定環境保全公共下水道事業（柵原処
理区）

美咲町（旧柵原町）
岡山県

周防大島町特定環境保全公共下水道（東和片
添処理区）

周防大島町
山口県

周防大島町特定環境保全公共下水道（久賀処
理区）

周防大島町
山口県

志摩町公共下水道事業 志摩町 福岡県

玄海町特定環境保全公共下水道事業 玄海町 佐賀県

宇久町特定環境保全公共下水道事業 宇久町 長崎県



【都市公園事業】
（補助）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

青森県総合運動公園整備事業 青森県 青森県

市柳総合公園整備事業 六ヶ所村 青森県

こどもの国整備事業 八戸市 青森県

高森山総合運動公園整備事業 十和田市 青森県

大曲市総合公園整備事業 大曲市 秋田県

観音山ファミリーパーク整備事業 群馬県 群馬県

都田総合公園整備事業整備事業 浜松市 静岡県

天竜川緑地整備事業 浜松市 静岡県

丹波並木道中央公園整備事業 兵庫県 兵庫県

柳池総合公園整備事業 太子町 兵庫県

片添ヶ浜海浜公園整備事業 東和町 山口県

稲佐山公園整備事業 長崎市 長崎県

東公園整備事業 鳥栖市 佐賀県

北薩広域公園整備事業 鹿児島県 鹿児島県



別表４　完了後の事後評価を実施する公共事業

[公共事業関係費]

【河川事業】
（直轄）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）
天塩川上流救急内水対策事業 国 北海道
石狩川下流床上浸水対策特別緊急事業 国 北海道
JR仙石線鳴瀬川・吉田川鉄道橋改築事業 国 宮城県
雄物川下流直轄河川改修事業（仁井田地区） 国 秋田県
子吉川直轄河川改修事業（二十六木地区） 国 秋田県
境川排水機場 国 静岡県
三日町頭首工（特定構造物改築事業） 国 長野県
両満川排水機場 国 岐阜県
早田川排水機場 国 岐阜県
大淀川床上浸水対策特別緊急事業（青柳排水機場） 国 宮崎県
川内川救急内水対策事業（向江排水機場） 国 宮崎県
六角川床上浸水対策特別緊急事業（川添川排水機場 国 佐賀県
岩木川弘前地区消流雪用水導入事業 国 青森県
尺岳川浄化事業 国 福岡県

【ダム事業】
（直轄）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）
宇奈月ダム建設事業 国 富山県
白川ダム湖活用環境整備事業 国 山形県
下久保ダムダム水環境改善事業 国 群馬県、埼玉県
手取川ダム貯水池水質保全事業 国 石川県
長良川河口貯水池水質保全事業 国 岐阜県
九頭竜ダム貯水地水質保全事業 国 福井県
柳瀬ダム湖活用環境整備事業 国 愛媛県
宮ヶ瀬ダム建設事業 国 神奈川県

【海岸事業】
（補助）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

手石港海岸　高潮対策事業 静岡県 静岡県
田子の浦港海岸　侵食対策事業 静岡県 静岡県
三木里港海岸　海岸環境整備事業 三重県 三重県

【道路・街路事業】
（直轄）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）
一般国道２３０号
花石道路

国 北海道

一般国道２３０号
北１条拡幅

国 北海道

一般国道３３５号
浜古多糠改良

国 北海道

一般国道４５３号
大滝道路

国 北海道

一般国道１６号
湾岸君津

国 千葉県

一般国道４号
北宇都宮拡幅

国 栃木県



一般国道１７号
柿沼肥塚立体

国 埼玉県

一般国道５１号
鹿嶋バイパス

国 茨城県

一般国道９号
丹波拡幅

国 京都府

一般国道２４号
京奈道路

国
日本道路公団

京都府

一般国道８号
奥麻生除雪拡幅

国 福井県

一般国道２号
玉島バイパス

国 岡山県

一般国道９号
山口バイパス

国 山口県

一般国道５６号
一本松改良

国 愛媛県

一般国道１０号
末吉ＩＣ関連

国 鹿児島県

一般国道１０号
旦の原交差点

国 大分県

北関東自動車道
高崎JCT～伊勢崎

日本道路公団 群馬県

北関東自動車道
栃木都賀JCT～宇都宮上三川

日本道路公団 栃木県

山陽自動車道
宇部JCT～下関JCT

日本道路公団 山口県

四国縦貫自動車道
伊予～大洲

日本道路公団 愛媛県

東九州自動車道
西都～清武JCT

日本道路公団 宮崎県

一般国道９号
安来道路

国
日本道路公団

鳥取県、島根県

【道路・街路事業】
（補助）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）
一般国道３６２号
只来拡幅

静岡県 静岡県

一般国道３６８号
上野名張バイパス

三重県 三重県

一般県道
桜江旭インター線

島根県 島根県

根津橋通り線 山梨県 山梨県
筒井小倉線
交通結節点改善事業

福岡県 福岡県

原田駅大崎線（甘木線）
限度額立体交差事業

福岡県 福岡県

尾倉与原線
道路改築事業

苅田町 福岡県

福江中央線 五島市（旧福江市） 長崎県
７号線（足原工区） 北九州市 福岡県

【港湾整備事業】
（直轄）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

十勝港　内港地区　多目的国際ターミナル整備事業 国 北海道

石狩湾新港　中央地区　多目的国際ターミナル整備事
業（-10m改良）

国 北海道

石狩湾新港　東地区　国内物流ターミナル整備事業
国 北海道



霧多布港　本港地区　小型船だまり整備事業 国 北海道

岩内港　本港地区　複合一貫輸送に対応した内貿ター
ミナル整備事業

国 北海道

羽幌港　本港地区　小型船だまり整備事業 国 北海道

常陸那珂港　外港地区　防波堤整備事業 国 茨城県
四日市港　霞ヶ浦南ふ頭地区　多目的国際ターミナル
整備事業

国 三重県

四日市港　四日市地区　航路・泊地整備事業 国 三重県

徳島小松島港　赤石地区　多目的国際ターミナル（岸
壁（-13m）①）整備事業

国 徳島県

【空港整備事業】
（直轄）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

釧路空港滑走路延長事業 国 北海道
広島空港滑走路延長事業 国 広島県

【航路標識整備事業】
（直轄）

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

蛯谷港新北防波堤灯台 国 北海道

長磯港外防波堤灯台 国 北海道

大沢港新西防波堤灯台 国 北海道

落部港東野北防波堤灯台 国 北海道

志海苔港銭亀南防波堤灯台 国 北海道

旭港南防波堤灯台 国 北海道

問牧港東防波堤灯台 国 北海道

稚咲内港西防波堤灯台 国 北海道

網走港島防波堤北灯台 国 北海道

日司港外防波堤灯台 国 北海道

野牛港第二東防波堤北灯台 国 青森県

舮作港西防波堤灯台 国 青森県

久栗坂港西防波堤灯台 国 青森県

追越港東防波堤灯台 国 青森県

青森港野内防波堤灯台 国 青森県

名足港名足南防波堤灯台 国 宮城県

塩釜港仙台沖防波堤東灯台 国 宮城県

気仙沼西湾第一号灯浮標 国 宮城県

片貝港北防波堤灯台 国 千葉県

鵜原港Ａ号防波堤灯台 国 千葉県

浜行川港東防波堤灯台 国 千葉県

太東港南防波堤灯台 国 千葉県

茅ヶ崎港南防波堤灯台 国 神奈川県

川崎東扇島防波堤東灯台 国 神奈川県

高浜港第四防波堤東灯台 国 石川県

鹿磯港新第一防波堤灯台 国 石川県

阪南港北防波堤灯台 国 大阪府

網手港西防波堤灯台 国 兵庫県

岩屋港東防波堤灯台 国 兵庫県

伊毘港沖防波堤北灯台 国 兵庫県

須賀港防波堤灯台 国 和歌山県

見老津港東沖防波堤西灯台 国 和歌山県



戸坂港北防波堤灯台 国 和歌山県

皆生港北防波堤灯台 国 鳥取県

蛸木港南防波堤灯台 国 島根県

湛江港Ｂ防波堤灯台 国 岡山県

小用港ヨコナデ二号防波堤南灯台 国 広島県

走港浦友新防波堤灯台 国 広島県

丸石港四号防波堤東灯台 国 広島県

浮島港樽見Ｄ防波堤南灯台 国 山口県

亀浦港亀浦北防波堤灯台 国 徳島県

由岐港木岐東防波堤灯台 国 徳島県

櫃石港四号防波堤灯台 国 香川県

有津港矢崎防波堤灯台 国 愛媛県

田野浦港第二沖防波堤北灯台 国 高知県

宇島漁港東防波堤灯台 国 福岡県

奈多港沖防波堤南灯台 国 福岡県

筑前姫島港東防波堤灯台 国 福岡県

弘港西防波堤灯台 国 福岡県

稲童港二号防波堤灯台 国 福岡県

有川港Ｂ防波堤灯台 国 長崎県

対馬泉港外防波堤灯台 国 長崎県

今福港西防波堤灯台 国 長崎県

獅子港沖防波堤南灯台 国 長崎県

鬼池港防波堤Ａ東灯台 国 熊本県

樋島港東風留防波堤灯台 国 熊本県

兼城港第一号灯標 国 沖縄県

久松港南水路（３基） 国 沖縄県

都屋港第二沖防波堤南灯台 国 沖縄県

志喜屋港（３基） 国 沖縄県

当添港北防波堤灯台 国 沖縄県

浜川港第二号灯標 国 沖縄県

歌津埼南方灯標 国 宮城県

由良港倉泉岩灯標 国 山形県

八幡瀬灯標 国 長崎県

カメオ瀬灯標 国 長崎県

舟志港栄螺礁灯標 国 長崎県

長山水路第一号灯標 国 沖縄県

「その他施設費」

【官庁営繕事業】

事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

本荘地方合同庁舎 国 秋田県

自治大学校 国 東京都

小松地方合同庁舎 国 石川県

熱田税務署 国 愛知県

相生税務署 国 兵庫県

第六管区海上保安本部
徳山海上保安部

国 山口県



伊野税務署 国 高知県

門司税関博多地区国際貨物検査センター　開披検査
場

国 福岡県

大隅地方合同庁舎 国 鹿児島県

【気象官署施設整備事業】
事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

火山観測施設の整備 国 北海道、東京都、静岡県、長野県、
熊本県

【船舶建造事業】
事業名 事業主体 都道府県（実施個所）

海洋気象観測船の整備（啓風丸代替建造） 国 東京都



   

  
 

別表５－１ 中間評価を実施する研究開発課題 

課題名 評価実施主体 
ロボット等によるＩＴ施工システムの開発 大臣官房技術調査課 
準天頂衛星による高精度測位補正に関する技術開発 大臣官房技術調査課 
マルチモーダル交通体系の構築に関する研究 国土技術政策総合研究所

 

 

別表５－２ 事後評価を実施する研究開発課題 

課題名 評価実施主体 

エネルギー自立循環型建築・都市システム技術の開発 大臣官房技術調査課 
自然共生型国土基盤整備技術の開発 大臣官房技術調査課 
社会資本ストックの管理運営技術の開発 大臣官房技術調査課 
持続型都市基盤形成の為のプレキャスト・プレストレス

技術の開発 
大臣官房技術調査課 

リアルタイム崖崩壊予測システムに関する研究開発 大臣官房技術調査課 
油汚染土壌の効率的・原位置バイオレメディエーション

技術の開発 
大臣官房技術調査課 

交通エコポイントシステムに関する研究開発 大臣官房技術調査課 
河川堤防の調査、再生と強化法に関する研究開発 大臣官房技術調査課 
まちづくりシミュレーションによる市民合意形成シス

テムの開発 
大臣官房技術調査課 

建築インフィルの静脈ロジスティックス支援ツールの

開発 
大臣官房技術調査課 

環境ホルモンの無害化と暴露量削減に関する研究開発 大臣官房技術調査課 
環境修復機能の高い人工干潟設計システム開発に関す

る研究 
大臣官房技術調査課 

強震観測網を用いた都市構造物群の耐震改修戦略シス

テムの開発 
大臣官房技術調査課 

高解像度大気汚染モデルによる道路交通政策評価シス

テムの構築 
大臣官房技術調査課 

ＩＴを活用した船舶の運航支援のための技術開発 総合政策局技術安全課 
災害時緊急輸送システムの技術開発 総合政策局技術安全課 
沿岸域流況予測手法の開発研究  海上保安庁 

地球温暖化によるわが国の気候変化予測に関する研究 気象庁 気象研究所 
地球温暖化に対応するための技術に関する研究 国土技術政策総合研究所

道路空間の安全性・快適性の向上に関する研究 国土技術政策総合研究所

ＩＴを活用した国土管理技術 国土技術政策総合研究所



   

  
 

市街地の再生技術に関する研究 国土技術政策総合研究所

快適に憩える美しい東京湾の形成に関する研究  国土技術政策総合研究所

火山モニタリング手法の高度化に関する研究 国土地理院 
ALOS PRISMデータの解析に関する研究 国土地理院 
都市再生のための精密三次元空間データ利用技術の開

発 
国土地理院 

東海地方の地殻変動の把握手法の高度化に関する研究 国土地理院 
 
 
 




