
　社会資本総合整備計画 防災・安全交付金             平成30年03月30日

計画の名称 既存道路構造物の計画的な維持管理による、安全・安心な道路環境の確保（防災・安全）

計画の期間   平成３０年度 ～   平成３４年度 (5年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 千葉県,習志野市,八千代市,市川市,船橋市,浦安市,松戸市,野田市,流山市,鎌ケ谷市,柏市,我孫子市,佐倉市,四街道市,八街市,印西市,白井市,酒々井町,栄町,成田市,富里市,多古町,芝山町,香取市,神崎町,東庄町,銚子市,旭市,匝瑳市,東金市,山武市

,大網白里市,九十九里町,横芝光町,茂原市,一宮町,睦沢町,長生村,白子町,長柄町,長南町,勝浦市,いすみ市,大多喜町,御宿町,館山市,南房総市,鋸南町,鴨川市,木更津市,君津市,富津市,袖ケ浦市,市原市

計画の目標 橋梁、トンネル等の重要な道路施設の定期的な点検と計画的な修繕により、道路利用者の安全性や利便性を確保する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）              54,335  Ａ              53,675  Ｂ                   0  Ｃ                 150  Ｄ                 510 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）      0.27 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

(H30当初) (H32末) (H34末)

   1 老朽化対策が必要な施設に対し、対策を実施した割合の向上

千葉県管理道路における橋梁、トンネル、横断歩道橋、大型カルバート、シェッド、門型標識を対象に、対策に着手した割合を算出する。 12% 45% 80%

=Σ（修繕に着手した施設数）/（長寿命化修繕計画において早期対策が必要と判定された施設数）×１００

   2 老朽化対策が必要な施設に対し、対策を実施した割合の向上

市町村道における橋梁、トンネル、横断歩道橋、大型カルバート、シェッド、門型標識等を対象に、対策に着手した割合を算出する。 20% 45% 60%

=Σ（修繕工事に着手した施設数）/（H28年度までの点検でⅢ、Ⅳと判定された施設数）×１００

   3 電線共同溝等の整備により、県管理道路の無電柱化率を0.55%から0.65%に上げる。

千葉県管理道路延長に対して電線共同溝の整備による無電柱化した道路延長の割合を算出する。 1% % 1%

備考等 個別施設計画を含む 〇 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む －

1 案件番号： 0000010242



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 H32 H33 H34 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-001 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 都道府

県道

修繕 （主）つくば野田線・芽

吹大橋

橋梁補修　L=536m 野田市  ■  ■  ■  ■  ■       1,100 策定済

A01-002 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 都道府

県道

修繕 （主）千葉竜ヶ崎線・栄

橋

橋梁補修　L=273m 我孫子市  ■  ■  ■  ■  ■         400 策定済

A01-003 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 国道 修繕 （国）356号・稲荷橋 橋梁補修　L=118m 印西市  ■  ■  ■  ■  ■         152 策定済

A01-004 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 国道 修繕 （国）356号・弁天大橋 橋梁補修　L=42.0m 印西市  ■  ■  ■  ■  ■          50 策定済

A01-005 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 国道 修繕 （国）356号・木下跨線橋 橋梁補修　L=123m 印西市  ■  ■  ■  ■  ■         350 策定済

A01-006 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 国道 修繕 （国）295号・寺台1号（

下り）橋

橋梁補修　L=328m 成田市  ■  ■  ■  ■  ■         366 策定済

A01-007 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 国道 修繕 （国）295号・寺台1号（

上り）橋

橋梁補修　L=328m 成田市  ■  ■  ■  ■  ■         288 策定済

1 案件番号： 0000010242



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 H32 H33 H34 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-008 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 都道府

県道

修繕 （主）成田小見川鹿島港

線・小見川大橋

橋梁補修　L=822m 香取市  ■  ■  ■  ■  ■       1,074 策定済

A01-009 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 都道府

県道

修繕 （一）銚子海上線・椎柴

橋

橋梁補修　L=515.0m 銚子市  ■  ■  ■  ■  ■         820 策定済

A01-010 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 都道府

県道

修繕 （一）飯岡片貝線・木戸

橋

橋梁補修　L=62.0m 山武市  ■  ■  ■  ■  ■          77 策定済

A01-011 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 国道 修繕 （国）126号・成東橋 橋梁補修　L=42.7m 山武市  ■  ■  ■  ■  ■         300 策定済

A01-012 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 都道府

県道

修繕 （一）茂原環状線・腰当

跨線橋

橋梁補修　L=183m 茂原市  ■  ■  ■  ■  ■         116 策定済

A01-013 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 国道 修繕 （国）128号・大沢1号橋 橋梁補修　L=54m 勝浦市  ■  ■  ■  ■  ■         199 策定済

A01-014 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 国道 修繕 （国）128号・大沢2号橋 橋梁補修　L=59m 勝浦市  ■  ■  ■  ■  ■         189 策定済

2 案件番号： 0000010242



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 H32 H33 H34 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-015 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 国道 修繕 （国）128号・部原大橋 橋梁補修　L=164m 勝浦市  ■  ■  ■  ■         195 策定済

A01-016 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 国道 修繕 （国）128号・第2串浜橋 橋梁補修　L=204m 勝浦市  ■  ■  ■  ■  ■       1,212 策定済

A01-017 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 国道 修繕 （国）128号・天津高架橋 橋梁補修　L=420m 鴨川市  ■  ■  ■  ■         570 策定済

A01-018 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 国道 修繕 （国）128号・花園橋 橋梁補修　L=18.0m 南房総市  ■  ■  ■  ■  ■          60 策定済

A01-019 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 国道 修繕 （国）410号・七島橋 橋梁補修　L=30m 南房総市  ■  ■  ■  ■  ■         100 策定済

A01-020 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 国道 修繕 （国）465号・神納橋 橋梁補修　L=97m 君津市  ■  ■  ■  ■  ■         109 策定済

A01-021 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 都道府

県道

修繕 （一）木更津根形線・万

年橋

橋梁補修　L=111.7m 木更津市  ■  ■  ■  ■  ■         275 策定済

A01-022 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 国道 修繕 （国）128号・花園1号側

道橋

橋梁補修L=19.1m 南房総市  ■  ■  ■  ■  ■          25 策定済

3 案件番号： 0000010242



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 H32 H33 H34 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-023 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 都道府

県道

修繕 （一）鶴舞牛久線・新橋 橋梁補修L=27.0m 市原市  ■  ■  ■  ■  ■          57 策定済

A01-024 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 国道 修繕 （国）128号・勝浦市鵜原

ほか

トンネル補修（緊急輸送道路

指定）   17箇所

勝浦市ほか  ■  ■  ■  ■  ■       1,360 策定済

A01-025 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 都道府

県道

修繕 （主）市原天津小湊線・

鴨川市清澄ほか

トンネル補修（指定無し）  

8箇所

鴨川市ほか  ■  ■  ■  ■  ■       1,000 策定済

A01-026 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 都道府

県道

修繕 （主）成田小見川鹿島港

線・成田市天神峰ほか

トンネル補修（緊急輸送道路

指定） 3箇所

成田市ほか  ■  ■  ■  ■  ■         275 策定済

A01-027 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 国道 修繕 （国）464号・船橋市小室

町

ボックスカルバート補修（緊

急輸送道路指定）

船橋市  ■  ■  ■         105 策定済

A01-028 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 都道府

県道

修繕 （主）佐倉印西線・佐倉

市萩山新田

ボックスカルバート補修（指

定なし）2箇所

佐倉市ほか  ■  ■         196 策定済

4 案件番号： 0000010242



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 H32 H33 H34 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-029 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 都道府

県道

修繕 （一）松戸鎌ヶ谷線・松

戸市五香

ボックスカルバート補修（緊

急輸送道路指定）

松戸市  ■  ■          81 策定済

A01-030 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 都道府

県道

修繕 （主）つくば野田線・野

田市ほか

道路付属物の修繕 野田市ほか  ■  ■  ■  ■  ■         162 策定済

A01-031 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 国道 修繕 （国）128号ほか・鴨川市

ほか

道路付属物の修繕 鴨川市ほか  ■  ■  ■  ■  ■         200 策定済

A01-032 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 都道府

県道

修繕 （一）木更津袖ケ浦線ほ

か・木更津市ほか

道路付属物の修繕 木更津市ほか  ■  ■  ■  ■  ■         150 策定済

A01-033 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 国道 修繕 （国）128号ほか12路線 道路施設（橋梁・トンネル等

）の点検１式

勝浦市ほか  ■  ■  ■  ■  ■       1,354 －

A01-034 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 都道府

県道

修繕 （主）千葉鴨川線ほか290

路線

道路施設（橋梁・トンネル等

）の点検１式

市原市ほか  ■  ■  ■  ■  ■       1,925 －

5 案件番号： 0000010242



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 H32 H33 H34 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-035 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 国道 修繕 （国）410号ほか12路線 道路施設の個別施設計画策定

１式

君津市ほか  ■  ■  ■  ■  ■         200 －

A01-036 道路 一般 習志野市 直接 習志野市 市町村

道

点検 習志野市　橋梁長寿命化

修繕事業（点検・計画策

定）            

                

点検・計画策定 習志野市  ■  ■          70 －

A01-037 道路 一般 習志野市 直接 習志野市

        

市町村

道

修繕 習志野市　橋梁長寿命化

修繕事業（修繕・橋長15

ｍ以上）        

                

修繕 習志野市  ■  ■  ■  ■  ■         700 策定済

A01-038 道路 一般 習志野市 直接 習志野市 市町村

道

点検 習志野市　横断歩道橋長

寿命化修繕事業（点検・

計画策定）      

                

        

点検・計画策定 習志野市  ■         100 －

6 案件番号： 0000010242



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 H32 H33 H34 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-039 道路 一般 習志野市 直接 習志野市 市町村

道

修繕 習志野市　横断歩道橋長

寿命化修繕事業（修繕）

                

                

修繕 習志野市  ■  ■  ■  ■         500 策定済

A01-040 道路 一般 八千代市 直接 八千代市 市町村

道

点検 八千代市　橋梁長寿命化

修繕事業（点検・計画策

定）            

                

点検・計画策定 八千代市  ■  ■  ■  ■  ■          48 －

A01-041 道路 一般 八千代市 直接 八千代市 市町村

道

点検 八千代市　横断歩道橋長

寿命化修繕事業（点検・

計画策定）      

                

        

点検・計画策定 八千代市  ■  ■  ■  ■  ■          32 －

A01-042 道路 一般 八千代市 直接 八千代市 市町村

道

修繕 八千代市　緑が丘ﾍﾟﾃﾞｽﾄﾘ

ｱﾝﾃﾞｯｷ長寿命化修繕事業

（修繕）        

                

        

修繕 八千代市  ■  ■  ■          83 策定済

7 案件番号： 0000010242



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 H32 H33 H34 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-043 道路 一般 市川市 直接 市川市 市町村

道

点検 市川市　橋梁長寿命化修

繕事業（点検・計画策定

）

点検・計画策定 市川市  ■  ■  ■  ■          50 －

A01-044 道路 一般 市川市 直接 市川市 市町村

道

修繕 市川市　橋梁長寿命化修

繕事業（修繕・橋長15ｍ

以上）          

                

修繕 市川市  ■  ■  ■  ■  ■         219 策定済

A01-045 道路 一般 市川市 直接 市川市 市町村

道

修繕 市川市　橋梁長寿命化修

繕事業（修繕・橋長15ｍ

未満）          

                

修繕 市川市  ■  ■  ■  ■  ■         137 策定済

A01-046 道路 一般 市川市 直接 市川市 市町村

道

点検 市川市　横断歩道橋長寿

命化修繕事業（点検・計

画策定）        

                

        

点検・計画策定 市川市  ■  ■  ■  ■           2 －

8 案件番号： 0000010242



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 H32 H33 H34 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-047 道路 一般 船橋市 直接 船橋市 市町村

道

点検 船橋市　橋梁長寿命化修

繕事業（点検・計画策定

）              

                

点検・計画策定 船橋市  ■  ■          85 －

A01-048 道路 一般 船橋市 直接 船橋市 市町村

道

修繕 船橋市　橋梁長寿命化修

繕事業（修繕・橋長15ｍ

以上）          

                

修繕 船橋市  ■  ■  ■  ■  ■         709 策定済

A01-049 道路 一般 船橋市 直接 船橋市 市町村

道

修繕 船橋市　橋梁長寿命化修

繕事業（修繕・橋長15ｍ

未満）          

                

修繕 船橋市  ■  ■  ■          47 策定済

A01-050 道路 一般 船橋市 直接 船橋市 市町村

道

修繕 船橋市　市道00-163号線

　新船橋橋架替事業

                

                

橋梁架替　L=53ｍ 船橋市  ■  ■  ■  ■  ■         800 策定済

9 案件番号： 0000010242



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 H32 H33 H34 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-051 道路 一般 船橋市 直接 船橋市 市町村

道

修繕 船橋市　市道02P001号線 

 東中山跨線橋架替事業

                

                

橋梁架替　L=17.9ｍ 船橋市  ■         177 策定済

A01-052 道路 一般 浦安市 直接 浦安市 市町村

道

点検 浦安市　橋梁長寿命化修

繕事業（点検・計画策定

）              

                

点検・計画策定 浦安市  ■          20 －

A01-053 道路 一般 浦安市 直接 浦安市 市町村

道

修繕 浦安市　橋梁長寿命化修

繕事業（修繕・橋長15ｍ

以上）          

                

修繕 浦安市  ■  ■  ■  ■         343 策定済

A01-054 道路 一般 浦安市 直接 浦安市 市町村

道

修繕 浦安市　橋梁長寿命化修

繕事業（修繕・橋長15ｍ

未満）          

                

修繕 浦安市  ■  ■  ■  ■          26 策定済

10 案件番号： 0000010242



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 H32 H33 H34 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-055 道路 一般 浦安市 直接 浦安市 市町村

道

点検 浦安市　横断歩道橋長寿

命化修繕事業（点検・計

画策定）        

                

        

点検・計画策定 浦安市  ■           2 －

A01-056 道路 一般 浦安市 直接 浦安市 市町村

道

修繕 浦安市　横断歩道橋長寿

命化修繕事業（修繕）

                

                

修繕 浦安市  ■          16 策定済

A01-057 道路 一般 浦安市 直接 浦安市 市町村

道

点検 浦安市　門型標識長寿命

化修繕事業（点検・計画

策定）          

                

点検・計画策定 浦安市  ■           2 －

A01-058 道路 一般 松戸市 直接 松戸市 市町村

道

点検 松戸市　橋梁長寿命化修

繕事業（点検・計画策定

）              

                

点検・計画策定 松戸市  ■  ■  ■  ■  ■       1,036 －

11 案件番号： 0000010242



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 H32 H33 H34 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-059 道路 一般 松戸市 直接 松戸市 市町村

道

修繕 松戸市　橋梁長寿命化修

繕事業（修繕・橋長15ｍ

以上）          

                

修繕 松戸市  ■  ■  ■  ■  ■       2,972 策定済

A01-060 道路 一般 松戸市 直接 松戸市 市町村

道

修繕 松戸市　橋梁長寿命化修

繕事業（修繕・橋長15ｍ

未満）          

                

修繕 松戸市  ■  ■  ■  ■  ■         412 策定済

A01-061 道路 一般 松戸市 直接 松戸市 市町村

道

点検 松戸市　横断歩道橋長寿

命化修繕事業（点検・計

画策定）        

                

        

点検・計画策定 松戸市  ■  ■  ■  ■  ■         150 －

A01-062 道路 一般 松戸市 直接 松戸市 市町村

道

修繕 松戸市　横断歩道橋長寿

命化修繕事業（修繕）

                

                

修繕 松戸市  ■  ■  ■  ■  ■          86 策定済

12 案件番号： 0000010242



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 H32 H33 H34 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-063 道路 一般 松戸市 直接 松戸市 市町村

道

点検 松戸市　大型カルバート

長寿命化修繕事業（点検

・計画策定）    

                

        

点検・計画策定 松戸市  ■  ■  ■  ■  ■          48 －

A01-064 道路 一般 松戸市 直接 松戸市 市町村

道

修繕 松戸市　市道6地区148号

線　三養橋架替事業

                

                

橋梁架替　L=9.2ｍ 松戸市  ■  ■         276 策定済

A01-065 道路 一般 野田市 直接 野田市 市町村

道

点検 野田市　橋梁長寿命化修

繕事業（点検・計画策定

）              

                

点検・計画策定 野田市  ■  ■  ■  ■  ■          60 －

A01-066 道路 一般 野田市 直接 野田市 市町村

道

修繕 野田市　橋梁長寿命化修

繕事業（修繕・橋長15ｍ

以上）          

                

修繕 野田市  ■  ■  ■  ■  ■         180 策定済

13 案件番号： 0000010242



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 H32 H33 H34 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-067 道路 一般 野田市 直接 野田市 市町村

道

修繕 野田市　橋梁長寿命化修

繕事業（修繕・橋長15ｍ

未満）          

                

修繕 野田市  ■  ■  ■  ■  ■          40 策定済

A01-068 道路 一般 野田市 直接 野田市 市町村

道

点検 野田市　横断歩道橋長寿

命化修繕事業（点検・計

画策定）        

                

        

点検・計画策定 野田市  ■  ■  ■           6 －

A01-069 道路 一般 野田市 直接 野田市 市町村

道

修繕 野田市　横断歩道橋長寿

命化修繕事業（修繕）

                

                

修繕 野田市  ■  ■          17 策定済

A01-070 道路 一般 野田市 直接 野田市 市町村

道

点検 野田市　大型カルバート

長寿命化修繕事業（点検

・計画策定）    

                

        

点検・計画策定 野田市  ■  ■  ■           5 －

14 案件番号： 0000010242



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 H32 H33 H34 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-071 道路 一般 流山市 直接 流山市 市町村

道

点検 流山市　橋梁長寿命化修

繕事業（点検・計画策定

）              

                

点検・計画策定 流山市  ■  ■  ■  ■  ■         108 －

A01-072 道路 一般 流山市 直接 流山市 市町村

道

修繕 流山市　橋梁長寿命化修

繕事業（修繕・橋長15ｍ

以上）          

                

修繕 流山市  ■  ■  ■  ■  ■         303 策定済

A01-073 道路 一般 流山市 直接 流山市 市町村

道

点検 流山市　横断歩道橋長寿

命化修繕事業（点検・計

画策定）        

                

        

点検・計画策定 流山市  ■  ■           7 －

A01-074 道路 一般 鎌ケ谷市 直接 鎌ケ谷市 市町村

道

点検 鎌ケ谷市　橋梁長寿命化

修繕事業（点検・計画策

定）            

                

点検・計画策定 鎌ケ谷市  ■          38 －

15 案件番号： 0000010242



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 H32 H33 H34 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-075 道路 一般 鎌ケ谷市 直接 鎌ケ谷市 市町村

道

修繕 鎌ケ谷市　橋梁長寿命化

修繕事業（修繕・橋長15

ｍ未満）        

                

        

修繕 鎌ケ谷市  ■  ■  ■  ■  ■          30 策定済

A01-076 道路 一般 柏市 直接 柏市 市町村

道

点検 柏市　橋梁長寿命化修繕

事業（点検・計画策定）

                

                

点検・計画策定 柏市  ■  ■  ■  ■  ■         235 －

A01-077 道路 一般 柏市 直接 柏市 市町村

道

修繕 柏市　橋梁長寿命化修繕

事業（修繕・橋長15ｍ以

上）            

                

修繕 柏市  ■  ■  ■  ■  ■       1,680 策定済

A01-078 道路 一般 柏市 直接 柏市 市町村

道

修繕 柏市　橋梁長寿命化修繕

事業（修繕・橋長15ｍ未

満）            

                

修繕 柏市  ■  ■  ■  ■  ■          95 策定済

16 案件番号： 0000010242



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 H32 H33 H34 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-079 道路 一般 柏市 直接 柏市 市町村

道

点検 柏市　横断歩道橋長寿命

化修繕事業（点検・計画

策定）          

                

点検・計画策定 柏市  ■  ■  ■  ■  ■          45 －

A01-080 道路 一般 柏市 直接 柏市 市町村

道

修繕 柏市　横断歩道橋長寿命

化修繕事業（修繕）

                

                

修繕 柏市  ■  ■  ■  ■  ■         322 策定済

A01-081 道路 一般 我孫子市 直接 我孫子市 市町村

道

点検 我孫子市　橋梁長寿命化

修繕事業（点検・計画策

定）            

                

点検・計画策定 我孫子市  ■  ■  ■  ■  ■          80 －

A01-082 道路 一般 我孫子市 直接 我孫子市 市町村

道

修繕 我孫子市　橋梁長寿命化

修繕事業（修繕・橋長15

ｍ以上）        

                

        

修繕 我孫子市  ■  ■  ■  ■  ■         280 策定済

17 案件番号： 0000010242



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 H32 H33 H34 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-083 道路 一般 我孫子市 直接 我孫子市 市町村

道

修繕 我孫子市　橋梁長寿命化

修繕事業（修繕・橋長15

ｍ未満）        

                

        

修繕 我孫子市  ■  ■  ■  ■  ■         165 策定済

A01-084 道路 一般 我孫子市 直接 我孫子市 市町村

道

点検 我孫子市　トンネル長寿

命化修繕事業（点検・計

画策定）        

                

        

点検・計画策定 我孫子市  ■  ■  ■  ■           8 －

A01-085 道路 一般 我孫子市 直接 我孫子市 市町村

道

点検 我孫子市　横断歩道橋長

寿命化修繕事業（点検・

計画策定）      

                

        

点検・計画策定 我孫子市  ■  ■           3 －

A01-086 道路 一般 佐倉市 直接 佐倉市 市町村

道

点検 佐倉市　橋梁長寿命化修

繕事業（点検・計画策定

）              

        

点検・計画策定 佐倉市  ■  ■  ■  ■  ■         142 －

18 案件番号： 0000010242



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 H32 H33 H34 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-087 道路 一般 佐倉市 直接 佐倉市 市町村

道

修繕 佐倉市　橋梁長寿命化修

繕事業（修繕・橋長15ｍ

以上）          

                

修繕 佐倉市  ■  ■  ■  ■  ■         820 策定済

A01-088 道路 一般 佐倉市 直接 佐倉市 市町村

道

修繕 佐倉市　橋梁長寿命化修

繕事業（修繕・橋長15ｍ

未満）          

                

修繕 佐倉市  ■  ■  ■  ■  ■         270 策定済

A01-089 道路 一般 佐倉市 直接 佐倉市 市町村

道

点検 佐倉市　トンネル長寿命

化修繕事業（点検・計画

策定）          

                

点検・計画策定 佐倉市  ■  ■           8 －

A01-090 道路 一般 四街道市 直接 四街道市 市町村

道

点検 四街道市　橋梁長寿命化

修繕事業（点検・計画策

定）            

                

点検・計画策定 四街道市  ■  ■  ■  ■  ■          50 －

19 案件番号： 0000010242



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 H32 H33 H34 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-091 道路 一般 四街道市 直接 四街道市 市町村

道

修繕 四街道市　橋梁長寿命化

修繕事業（修繕・橋長15

ｍ以上）        

                

        

修繕 四街道市  ■  ■  ■  ■  ■         100 策定済

A01-092 道路 一般 四街道市 直接 四街道市 市町村

道

点検 四街道市　大型カルバー

ト長寿命化修繕事業（点

検・計画策定）  

                

        

点検・計画策定 四街道市  ■  ■  ■  ■          10 －

A01-093 道路 一般 八街市 直接 八街市 市町村

道

点検 八街市　橋梁長寿命化修

繕事業（点検・計画策定

）              

                

点検・計画策定 八街市  ■  ■  ■  ■  ■          20 －

A01-094 道路 一般 印西市 直接 印西市 市町村

道

点検 印西市　橋梁長寿命化修

繕事業（点検・計画策定

）              

                

点検・計画策定 印西市  ■  ■  ■  ■  ■         250 －

20 案件番号： 0000010242



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 H32 H33 H34 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-095 道路 一般 印西市 直接 印西市 市町村

道

修繕 印西市　橋梁長寿命化修

繕事業（修繕・橋長15ｍ

以上）          

                

修繕 印西市  ■  ■  ■  ■  ■         550 策定済

A01-096 道路 一般 印西市 直接 印西市 市町村

道

修繕 印西市　橋梁長寿命化修

繕事業（修繕・橋長15ｍ

未満）          

                

修繕 印西市  ■  ■  ■  ■         600 策定済

A01-097 道路 一般 印西市 直接 印西市 市町村

道

点検 印西市　横断歩道橋長寿

命化修繕事業（点検・計

画策定）        

                

        

点検・計画策定 印西市  ■  ■  ■  ■          10 －

A01-098 道路 一般 印西市 直接 印西市 市町村

道

修繕 印西市　横断歩道橋長寿

命化修繕事業（修繕）

                

                

修繕 印西市  ■  ■  ■  ■  ■          50 策定済

21 案件番号： 0000010242



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 H32 H33 H34 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-099 道路 一般 印西市 直接 印西市 市町村

道

修繕 印西市　市道2124号線　

下井2号橋架替事業

                

                

橋梁架替　L=8.5ｍ 印西市  ■  ■  ■          60 策定済

A01-100 道路 一般 白井市 直接 白井市 市町村

道

点検 白井市　橋梁長寿命化修

繕事業（点検・計画策定

）              

                

点検・計画策定 白井市  ■  ■  ■  ■  ■         101 －

A01-101 道路 一般 白井市 直接 白井市 市町村

道

修繕 白井市　橋梁長寿命化修

繕事業（修繕・橋長15ｍ

以上）          

                

修繕 白井市  ■  ■  ■  ■  ■         967 策定済

A01-102 道路 一般 白井市 直接 白井市 市町村

道

修繕 白井市　橋梁長寿命化修

繕事業（修繕・橋長15ｍ

未満）          

                

修繕 白井市  ■  ■  ■  ■  ■          29 策定済

22 案件番号： 0000010242



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 H32 H33 H34 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-103 道路 一般 酒々井町 直接 酒々井町 市町村

道

点検 酒々井町　橋梁長寿命化

修繕計画（点検・計画策

定）            

        

点検・計画策定 酒々井町  ■  ■  ■  ■  ■          25 －

A01-104 道路 一般 酒々井町 直接 酒々井町 市町村

道

修繕 酒々井町　橋梁長寿命化

修繕計画（修繕・橋長15

ｍ以上）        

                

        

修繕 酒々井町  ■  ■  ■  ■         200 策定済

A01-105 道路 一般 栄町 直接 栄町 市町村

道

点検 栄町　橋梁長寿命化修繕

事業（点検・計画策定）

                

                

点検・計画策定 栄町  ■          13 －

A01-106 道路 一般 栄町 直接 栄町 市町村

道

修繕 栄町　橋梁長寿命化修繕

事業（修繕・橋長15ｍ以

上）

修繕 栄町  ■  ■  ■  ■  ■          97 策定済

23 案件番号： 0000010242



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 H32 H33 H34 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-107 道路 一般 成田市 直接 成田市 市町村

道

点検 成田市　橋梁長寿命化修

繕事業（点検・計画策定

）              

                

点検・計画策定 成田市  ■  ■  ■  ■  ■         211 －

A01-108 道路 一般 成田市 直接 成田市 市町村

道

修繕 成田市　橋梁長寿命化修

繕事業（修繕・橋長15ｍ

以上）          

                

修繕 成田市  ■  ■  ■  ■  ■         552 策定済

A01-109 道路 一般 成田市 直接 成田市 市町村

道

修繕 成田市　橋梁長寿命化修

繕事業（修繕・橋長15ｍ

未満）          

                

修繕 成田市  ■  ■  ■  ■  ■         153 策定済

A01-110 道路 一般 富里市 直接 富里市 市町村

道

点検 富里市　橋梁長寿命化修

繕事業（点検・計画策定

）              

                

点検・計画策定 富里市  ■          20 －

24 案件番号： 0000010242



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 H32 H33 H34 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-111 道路 一般 富里市 直接 富里市 市町村

道

修繕 富里市　橋梁長寿命化修

繕事業（修繕・橋長15ｍ

以上）          

                

修繕 富里市  ■  ■  ■          53 策定済

A01-112 道路 一般 富里市 直接 富里市 市町村

道

修繕 富里市　橋梁長寿命化修

繕事業（修繕・橋長15ｍ

未満）

修繕 富里市  ■  ■  ■  ■          60 策定済

A01-113 道路 一般 富里市 直接 富里市 市町村

道

点検 富里市　横断歩道橋長寿

命化修繕事業（点検・計

画策定）        

                

        

点検・計画策定 富里市  ■           6 －

A01-114 道路 一般 多古町 直接 多古町 市町村

道

点検 多古町　橋梁長寿命化修

繕事業（点検・計画策定

）              

                

点検・計画策定 多古町  ■  ■          21 －

25 案件番号： 0000010242



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 H32 H33 H34 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-115 道路 一般 多古町 直接 多古町 市町村

道

修繕 多古町　橋梁長寿命化修

繕事業（修繕・橋長15ｍ

以上）          

                

修繕 多古町  ■  ■  ■  ■  ■          55 策定済

A01-116 道路 一般 多古町 直接 多古町 市町村

道

修繕 多古町　橋梁長寿命化修

繕事業（修繕・橋長15ｍ

未満）          

                

修繕 多古町  ■  ■  ■  ■  ■          55 策定済

A01-117 道路 一般 芝山町 直接 芝山町 市町村

道

点検 芝山町　橋梁長寿命化修

繕事業（点検・計画策定

）              

                

点検・計画策定 芝山町  ■  ■          20 －

A01-118 道路 一般 芝山町 直接 芝山町 市町村

道

修繕 芝山町　橋梁長寿命化修

繕事業（修繕・橋長15ｍ

以上）          

                

修繕 芝山町  ■  ■  ■  ■         221 策定済

26 案件番号： 0000010242



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 H32 H33 H34 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-119 道路 一般 芝山町 直接 芝山町 市町村

道

修繕 芝山町　橋梁長寿命化修

繕事業（修繕・橋長15ｍ

未満）          

                

修繕 芝山町  ■  ■  ■  ■  ■          60 策定済

A01-120 道路 一般 香取市 直接 香取市 市町村

道

点検 香取市　橋梁長寿命化修

繕事業（点検・計画策定

）              

                

点検・計画策定 香取市  ■  ■  ■  ■  ■         179 －

A01-121 道路 一般 香取市 直接 香取市 市町村

道

修繕 香取市　橋梁長寿命化修

繕事業（修繕・橋長15ｍ

以上）          

                

修繕 香取市  ■  ■  ■  ■  ■         696 策定済

A01-122 道路 一般 香取市 直接 香取市 市町村

道

修繕 香取市　橋梁長寿命化修

繕事業（修繕・橋長15ｍ

未満）          

                

修繕 香取市  ■  ■  ■  ■  ■         287 策定済

27 案件番号： 0000010242



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 H32 H33 H34 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-123 道路 一般 香取市 直接 香取市 市町村

道

点検 香取市　大型カルバート

長寿命化修繕事業（点検

・計画策定）    

                

        

点検・計画策定 香取市  ■           2 －

A01-124 道路 一般 神崎町 直接 神崎町 市町村

道

点検 神崎町　橋梁長寿命化修

繕事業（点検・計画策定

）              

                

点検・計画策定 神崎町  ■  ■  ■          11 －

A01-125 道路 一般 神崎町 直接 神崎町 市町村

道

修繕 神崎町　橋梁長寿命化修

繕事業（修繕・橋長15ｍ

未満）          

                

修繕 神崎町  ■  ■  ■  ■          33 策定済

A01-126 道路 一般 東庄町 直接 東庄町 市町村

道

点検 東庄町　橋梁長寿命化修

繕事業（点検・計画策定

）              

                

点検・計画策定 東庄町  ■  ■  ■          24 －

28 案件番号： 0000010242



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 H32 H33 H34 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-127 道路 一般 東庄町 直接 東庄町 市町村

道

修繕 東庄町　橋梁長寿命化修

繕事業（修繕・橋長15ｍ

以上）          

                

修繕 東庄町  ■          20 策定済

A01-128 道路 一般 東庄町 直接 東庄町 市町村

道

修繕 東庄町　橋梁長寿命化修

繕事業（修繕・橋長15ｍ

未満）          

                

修繕 東庄町  ■  ■          27 策定済

A01-129 道路 一般 銚子市 直接 銚子市 市町村

道

点検 銚子市　橋梁長寿命化修

繕事業（点検・計画策定

）              

                

点検・計画策定 銚子市  ■  ■  ■  ■  ■          70 －

A01-130 道路 一般 銚子市 直接 銚子市 市町村

道

修繕 銚子市　橋梁長寿命化修

繕事業（修繕・橋長15ｍ

以上）          

                

修繕 銚子市  ■  ■  ■  ■  ■         113 策定済

29 案件番号： 0000010242



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 H32 H33 H34 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-131 道路 一般 銚子市 直接 銚子市 市町村

道

修繕 銚子市　橋梁長寿命化修

繕事業（修繕・橋長15ｍ

未満）          

                

修繕 銚子市  ■  ■  ■  ■  ■         160 策定済

A01-132 道路 一般 旭市 直接 旭市 市町村

道

点検 旭市　橋梁長寿命化修繕

事業（点検・計画策定）

                

                

点検・計画策定 旭市  ■  ■  ■  ■  ■         101 －

A01-133 道路 一般 旭市 直接 旭市 市町村

道

修繕 旭市　橋梁長寿命化修繕

事業（修繕・橋長15ｍ以

上）            

                

修繕 旭市  ■          10 策定済

A01-134 道路 一般 旭市 直接 旭市 市町村

道

修繕 旭市　橋梁長寿命化修繕

事業（修繕・橋長15ｍ未

満）            

                

修繕 旭市  ■  ■  ■  ■  ■          41 策定済

30 案件番号： 0000010242



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 H32 H33 H34 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-135 道路 一般 匝瑳市 直接 匝瑳市 市町村

道

点検 匝瑳市　橋梁長寿命化修

繕事業（点検・計画策定

）              

                

点検・計画策定 匝瑳市  ■  ■          76 －

A01-136 道路 一般 匝瑳市 直接 匝瑳市 市町村

道

点検 匝瑳市　橋梁長寿命化修

繕事業（修繕・橋長15ｍ

未満）          

                

修繕 匝瑳市  ■  ■  ■  ■  ■         250 策定済

A01-137 道路 一般 匝瑳市 直接 匝瑳市 市町村

道

点検 匝瑳市　大型カルバート

長寿命化修繕事業（点検

・計画策定）    

                

                

                

点検・計画策定 匝瑳市  ■           1 －

A01-138 道路 一般 東金市 直接 東金市 市町村

道

点検 東金市　橋梁長寿命化修

繕事業（点検・計画策定

）              

                

点検・計画策定 東金市  ■  ■  ■  ■  ■          62 －

31 案件番号： 0000010242



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 H32 H33 H34 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-139 道路 一般 東金市 直接 東金市 市町村

道

修繕 東金市　橋梁長寿命化修

繕事業（修繕・橋長15ｍ

以上）          

                

修繕 東金市  ■  ■  ■  ■  ■         150 策定済

A01-140 道路 一般 東金市 直接 東金市 市町村

道

修繕 東金市　橋梁長寿命化修

繕事業（修繕・橋長15ｍ

未満）          

                

修繕 東金市  ■  ■  ■  ■  ■          54 策定済

A01-141 道路 一般 東金市 直接 東金市 市町村

道

点検 東金市　トンネル長寿命

化修繕事業（点検・計画

策定）          

                

点検・計画策定 東金市  ■  ■  ■  ■           4 －

A01-142 道路 一般 東金市 直接 東金市 市町村

道

点検 東金市　横断歩道橋長寿

命化修繕事業（点検・計

画策定）        

                

        

点検・計画策定 東金市  ■  ■  ■  ■           4 －

32 案件番号： 0000010242



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 H32 H33 H34 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-143 道路 一般 山武市 直接 山武市 市町村

道

点検 山武市　橋梁長寿命化修

繕事業（点検・計画策定

）              

                

点検・計画策定 山武市  ■  ■  ■  ■  ■         180 －

A01-144 道路 一般 山武市 直接 山武市 市町村

道

修繕 山武市　橋梁長寿命化修

繕事業（修繕・橋長15ｍ

以上）          

                

修繕 山武市  ■  ■  ■  ■  ■          70 策定済

A01-145 道路 一般 山武市 直接 山武市 市町村

道

修繕 山武市　橋梁長寿命化修

繕事業（修繕・橋長15ｍ

未満）          

                

修繕 山武市  ■  ■  ■  ■  ■          15 策定済

A01-146 道路 一般 山武市 直接 山武市 市町村

道

点検 山武市　大型カルバート

長寿命化修繕事業（点検

・計画策定）    

                

        

点検・計画策定 山武市  ■          10 －

33 案件番号： 0000010242



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 H32 H33 H34 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-147 道路 一般 山武市 直接 山武市 市町村

道

修繕 山武市　市道南郷75号線

　下横地1号橋架替事業

                

                

橋梁架替　L=16.6ｍ 山武市  ■          30 策定済

A01-148 道路 一般 大網白里

市

直接 大網白里市 市町村

道

点検 大網白里市　橋梁長寿命

化修繕事業（点検・計画

策定）          

                

点検・計画策定 大網白里市  ■  ■  ■  ■  ■          40 －

A01-149 道路 一般 大網白里

市

直接 大網白里市 市町村

道

修繕 大網白里市　橋梁長寿命

化修繕事業（修繕・橋長1

5ｍ以上）       

                

        

修繕 大網白里市  ■  ■  ■  ■  ■         104 策定済

A01-150 道路 一般 大網白里

市

直接 大網白里市 市町村

道

修繕 大網白里市　橋梁長寿命

化修繕事業（修繕・橋長1

5ｍ未満）       

                

        

修繕 大網白里市  ■  ■  ■  ■  ■          41 策定済

34 案件番号： 0000010242



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 H32 H33 H34 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-151 道路 一般 九十九里

町

直接 九十九里町 市町村

道

点検 九十九里町　橋梁長寿命

化修繕事業（点検・計画

策定）          

                

点検・計画策定 九十九里町  ■  ■          55 －

A01-152 道路 一般 九十九里

町

直接 九十九里町 市町村

道

修繕 九十九里町　橋梁長寿命

化修繕事業（修繕・橋長1

5ｍ以上）       

                

        

修繕 九十九里町  ■  ■  ■  ■         203 策定済

A01-153 道路 一般 横芝光町 直接 横芝光町 市町村

道

点検 横芝光町　橋梁長寿命化

修繕事業（点検・計画策

定）            

                

点検・計画策定 横芝光町  ■  ■  ■  ■  ■         100 －

A01-154 道路 一般 横芝光町 直接 横芝光町 市町村

道

修繕 横芝光町　橋梁長寿命化

修繕事業（修繕・橋長15

ｍ未満）        

                

        

修繕 横芝光町  ■  ■  ■  ■  ■         100 策定済

35 案件番号： 0000010242



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 H32 H33 H34 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-155 道路 一般 茂原市 直接 茂原市 市町村

道

点検 茂原市　橋梁長寿命化修

繕事業（点検・計画策定

）              

                

点検・計画策定 茂原市  ■  ■  ■  ■  ■         120 －

A01-156 道路 一般 茂原市 直接 茂原市 市町村

道

修繕 茂原市　橋梁長寿命化修

繕事業（修繕・橋長15ｍ

以上）          

                

修繕 茂原市  ■  ■  ■  ■  ■         800 策定済

A01-157 道路 一般 茂原市 直接 茂原市 市町村

道

点検 茂原市　トンネル長寿命

化修繕事業（点検・計画

策定）          

                

点検・計画策定 茂原市  ■  ■          15 －

A01-158 道路 一般 一宮町 直接 一宮町 市町村

道

点検 一宮町　橋梁長寿命化修

繕事業（点検・計画策定

）              

                

点検・計画策定 一宮町  ■          20 －

36 案件番号： 0000010242



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 H32 H33 H34 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-159 道路 一般 一宮町 直接 一宮町 市町村

道

点検 一宮町　トンネル長寿命

化修繕事業（点検・計画

策定）          

                

点検・計画策定 一宮町  ■          20 －

A01-160 道路 一般 睦沢町 直接 睦沢町 市町村

道

点検 睦沢町　橋梁長寿命化修

繕事業（点検・計画策定

）              

                

点検・計画策定 睦沢町  ■  ■          25 －

A01-161 道路 一般 睦沢町 直接 睦沢町 市町村

道

修繕 睦沢町　橋梁長寿命化修

繕事業（修繕・橋長15ｍ

以上）          

                

修繕 睦沢町  ■  ■  ■  ■         101 策定済

A01-162 道路 一般 睦沢町 直接 睦沢町 市町村

道

修繕 睦沢町　橋梁長寿命化修

繕事業（修繕・橋長15ｍ

未満）          

                

修繕 睦沢町  ■  ■  ■  ■           2 策定済

37 案件番号： 0000010242



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 H32 H33 H34 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-163 道路 一般 睦沢町 直接 睦沢町 市町村

道

点検 睦沢町　トンネル長寿命

化修繕事業（点検・計画

策定）          

                

点検・計画策定 睦沢町  ■  ■  ■  ■  ■          10 －

A01-164 道路 一般 長生村 直接 長生村 市町村

道

修繕 長生村　橋梁長寿命化修

繕事業（修繕・橋長15ｍ

以上）          

                

修繕 長生村  ■  ■  ■  ■  ■         100 策定済

A01-165 道路 一般 長生村 直接 長生村 市町村

道

修繕 長生村　橋梁長寿命化修

繕事業（修繕・橋長15ｍ

未満）          

                

修繕 長生村  ■  ■  ■  ■  ■         200 策定済

A01-166 道路 一般 白子町 直接 白子町 市町村

道

修繕 白子町　橋梁長寿命化修

繕事業（修繕・橋長15ｍ

未満）          

                

修繕 白子町  ■  ■  ■  ■  ■         400 策定済

38 案件番号： 0000010242



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 H32 H33 H34 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-167 道路 一般 長柄町 直接 長柄町 市町村

道

点検 長柄町　橋梁長寿命化修

繕事業（点検・計画策定

）              

                

点検・計画策定 長柄町  ■          30 －

A01-168 道路 一般 長柄町 直接 長柄町 市町村

道

修繕 長柄町　橋梁長寿命化修

繕事業（修繕・橋長15ｍ

以上）          

                

修繕 長柄町  ■  ■  ■  ■  ■          65 策定済

A01-169 道路 一般 長柄町 直接 長柄町 市町村

道

修繕 長柄町　橋梁長寿命化修

繕事業（修繕・橋長15ｍ

未満）          

                

修繕 長柄町  ■  ■  ■  ■  ■          45 策定済

A01-170 道路 一般 長南町 直接 長南町 市町村

道

点検 長南町　橋梁長寿命化修

繕事業（点検・計画策定

）              

                

点検・計画策定 長南町  ■  ■  ■  ■          42 －

39 案件番号： 0000010242



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 H32 H33 H34 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-171 道路 一般 長南町 直接 長南町 市町村

道

修繕 長南町　橋梁長寿命化修

繕事業（修繕・橋長15ｍ

以上）          

                

修繕 長南町  ■  ■  ■  ■  ■         485 策定済

A01-172 道路 一般 長南町 直接 長南町 市町村

道

修繕 長南町　橋梁長寿命化修

繕事業（修繕・橋長15ｍ

未満）          

                

修繕 長南町  ■  ■  ■  ■  ■         173 策定済

A01-173 道路 一般 長南町 直接 長南町 市町村

道

点検 長南町　トンネル長寿命

化修繕事業（点検・計画

策定）          

                

点検・計画策定 長南町  ■  ■  ■  ■           6 －

A01-174 道路 一般 長南町 直接 長南町 市町村

道

修繕 長南町　トンネル長寿命

化修繕事業（修繕）

                

                

修繕 長南町  ■  ■  ■  ■          14 策定済

40 案件番号： 0000010242



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 H32 H33 H34 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-175 道路 一般 長南町 直接 長南町 市町村

道

修繕 長南町　町道米満13号線

　本郷橋架替事業

                

                

橋梁架替　L=14.9ｍ 長南町  ■  ■  ■  ■  ■         200 策定済

A01-176 道路 一般 勝浦市 直接 勝浦市 市町村

道

点検 勝浦市　橋梁長寿命化修

繕事業（点検・計画策定

）              

                

点検・計画策定 勝浦市  ■  ■          50 －

A01-177 道路 一般 勝浦市 直接 勝浦市 市町村

道

修繕 勝浦市　橋梁長寿命化修

繕事業（修繕・橋長15ｍ

以上）          

                

修繕 勝浦市  ■  ■          20 策定済

A01-178 道路 一般 勝浦市 直接 勝浦市 市町村

道

修繕 勝浦市　橋梁長寿命化修

繕事業（修繕・橋長15ｍ

未満）          

                

修繕 勝浦市  ■  ■  ■  ■          50 策定済

41 案件番号： 0000010242



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 H32 H33 H34 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-179 道路 一般 勝浦市 直接 勝浦市 市町村

道

点検 勝浦市　トンネル長寿命

化修繕事業（点検・計画

策定）          

                

点検・計画策定 勝浦市  ■  ■          75 －

A01-180 道路 一般 勝浦市 直接 勝浦市 市町村

道

点検 勝浦市　横断歩道橋長寿

命化修繕事業（点検・計

画策定）        

                

        

点検・計画策定 勝浦市  ■  ■           5 －

A01-181 道路 一般 勝浦市 直接 勝浦市 市町村

道

修繕 勝浦市　横断歩道橋長寿

命化修繕事業（修繕）

                

                

修繕 勝浦市  ■          30 策定済

A01-182 道路 一般 勝浦市 直接 勝浦市 市町村

道

点検 勝浦市　大型カルバート

長寿命化修繕事業（点検

・計画策定）    

                

        

点検・計画策定 勝浦市  ■  ■           5 －

42 案件番号： 0000010242



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 H32 H33 H34 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-183 道路 一般 勝浦市 直接 勝浦市 市町村

道

修繕 勝浦市　大型カルバート

長寿命化修繕事業（修繕

）              

                

修繕 勝浦市  ■  ■           8 策定済

A01-184 道路 一般 勝浦市 直接 勝浦市 市町村

道

修繕 勝浦市　市道部原川津勝

浦線　沢倉２号橋架替事

業              

                

橋梁架替　L=6.2ｍ 勝浦市  ■  ■          75 策定済

A01-185 道路 一般 勝浦市 直接 勝浦市 市町村

道

修繕 勝浦市　市道船附中ノ台

１号線　串浜３号橋架替

事業            

                

橋梁架替　L=3.8ｍ 勝浦市  ■          30 策定済

A01-186 道路 一般 勝浦市 直接 勝浦市 市町村

道

修繕 勝浦市　市道仲本町中島

場線　小家名橋架替事業

                

                

橋梁架替　L=9.8ｍ 勝浦市  ■  ■          60 策定済

43 案件番号： 0000010242



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 H32 H33 H34 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-187 道路 一般 いすみ市 直接 いすみ市 市町村

道

点検 いすみ市　橋梁長寿命化

修繕事業（点検・計画策

定）            

                

点検・計画策定 いすみ市  ■  ■  ■  ■  ■         150 －

A01-188 道路 一般 いすみ市 直接 いすみ市 市町村

道

修繕 いすみ市　橋梁長寿命化

修繕事業（修繕・橋長15

ｍ以上）        

                

        

修繕 いすみ市  ■  ■  ■  ■  ■         400 策定済

A01-189 道路 一般 いすみ市 直接 いすみ市 市町村

道

修繕 いすみ市　橋梁長寿命化

修繕事業（修繕・橋長15

ｍ未満）        

                

        

修繕 いすみ市  ■  ■  ■  ■         150 策定済

A01-190 道路 一般 いすみ市 直接 いすみ市 市町村

道

点検 いすみ市　トンネル長寿

命化修繕事業（点検・計

画策定）        

                

        

点検・計画策定 いすみ市  ■  ■          45 －

44 案件番号： 0000010242



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 H32 H33 H34 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-191 道路 一般 いすみ市 直接 いすみ市 市町村

道

修繕 いすみ市　市道4280号線

　さくら橋架替事業

                

                

橋梁架替　L=28.9ｍ いすみ市  ■  ■         100 策定済

A01-192 道路 一般 いすみ市 直接 いすみ市 市町村

道

修繕 いすみ市　市道0145号線

　若潮橋架替事業

                

                

橋梁架替　L=33.55ｍ いすみ市  ■  ■         235 策定済

A01-193 道路 一般 大多喜町 直接 大多喜町 市町村

道

点検 大多喜町　橋梁長寿命化

修繕事業（点検・計画策

定）            

                

点検・計画策定 大多喜町  ■  ■          45 －

A01-194 道路 一般 大多喜町 直接 大多喜町 市町村

道

修繕 大多喜町　橋梁長寿命化

修繕事業（修繕・橋長15

ｍ以上）        

                

        

修繕 大多喜町  ■  ■  ■  ■  ■          26 策定済

45 案件番号： 0000010242



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 H32 H33 H34 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-195 道路 一般 大多喜町 直接 大多喜町 市町村

道

点検 大多喜町　トンネル長寿

命化修繕事業（点検・計

画策定）        

                

        

点検・計画策定 大多喜町  ■  ■  ■  ■  ■          57 －

A01-196 道路 一般 御宿町 直接 御宿町 市町村

道

点検 御宿町　橋梁長寿命化修

繕計画（点検・計画策定

）              

                

点検・計画策定 御宿町  ■  ■          20 －

A01-197 道路 一般 御宿町 直接 御宿町 市町村

道

修繕 御宿町　橋梁長寿命化修

繕事業（修繕・橋長15ｍ

以上）          

                

修繕 御宿町  ■  ■          40 策定済

A01-198 道路 一般 御宿町 直接 御宿町 市町村

道

点検 御宿町　トンネル長寿命

化修繕事業（点検・計画

策定）          

                

点検・計画策定 御宿町  ■  ■          16 －

46 案件番号： 0000010242



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 H32 H33 H34 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-199 道路 一般 館山市 直接 館山市 市町村

道

点検 館山市　橋梁長寿命化修

繕事業（点検・計画策定

）              

                

点検・計画策定 館山市  ■  ■  ■  ■  ■          63 －

A01-200 道路 一般 館山市 直接 館山市 市町村

道

修繕 館山市　橋梁長寿命化修

繕事業（修繕・橋長15ｍ

以上）          

                

修繕 館山市  ■  ■  ■  ■  ■         120 策定済

A01-201 道路 一般 館山市 直接 館山市 市町村

道

修繕 館山市　橋梁長寿命化修

繕事業（修繕・橋長15ｍ

未満）          

                

修繕 館山市  ■  ■  ■  ■          80 策定済

A01-202 道路 一般 館山市 直接 館山市 市町村

道

点検 館山市　トンネル長寿命

化修繕事業（点検・計画

策定）          

                

点検・計画策定 館山市  ■  ■  ■  ■  ■           5 －

47 案件番号： 0000010242



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 H32 H33 H34 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-203 道路 一般 館山市 直接 館山市 市町村

道

修繕 館山市　トンネル長寿命

化修繕事業（修繕）

                

                

修繕 館山市  ■  ■  ■  ■  ■          53 策定済

A01-204 道路 一般 館山市 直接 館山市 市町村

道

点検 館山市　横断歩道橋長寿

命化修繕事業（点検・計

画策定）        

                

        

点検・計画策定 館山市  ■  ■  ■  ■           2 －

A01-205 道路 一般 館山市 直接 館山市 市町村

道

修繕 館山市　横断歩道橋長寿

命化修繕事業（修繕）

                

                

修繕 館山市  ■  ■  ■  ■  ■          12 策定済

A01-206 道路 一般 南房総市 直接 南房総市 市町村

道

点検 南房総市　橋梁長寿命化

修繕事業（点検・計画策

定）            

                

点検・計画策定 南房総市  ■  ■  ■  ■  ■         120 －

48 案件番号： 0000010242



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 H32 H33 H34 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-207 道路 一般 南房総市 直接 南房総市 市町村

道

修繕 南房総市　橋梁長寿命化

修繕事業（修繕・橋長15

ｍ以上）        

                

        

修繕 南房総市  ■  ■  ■         100 策定済

A01-208 道路 一般 南房総市 直接 南房総市 市町村

道

修繕 南房総市　橋梁長寿命化

修繕事業（修繕・橋長15

ｍ未満）        

                

        

修繕 南房総市  ■  ■  ■  ■  ■         120 策定済

A01-209 道路 一般 南房総市 直接 南房総市 市町村

道

点検 南房総市　トンネル長寿

命化修繕事業（点検・計

画策定）        

                

        

点検・計画策定 南房総市  ■  ■  ■  ■  ■          70 －

A01-210 道路 一般 鋸南町 直接 鋸南町 市町村

道

点検 鋸南町　橋梁長寿命化修

繕事業（点検・計画策定

）              

                

点検・計画策定 鋸南町  ■  ■          40 －

49 案件番号： 0000010242



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 H32 H33 H34 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-211 道路 一般 鋸南町 直接 鋸南町 市町村

道

修繕 鋸南町　橋梁長寿命化修

繕事業（修繕・橋長15ｍ

以上）          

                

修繕 鋸南町  ■  ■          80 策定済

A01-212 道路 一般 鋸南町 直接 鋸南町 市町村

道

修繕 鋸南町　橋梁長寿命化修

繕事業（修繕・橋長15ｍ

未満）          

                

修繕 鋸南町  ■  ■  ■  ■  ■         210 策定済

A01-213 道路 一般 鋸南町 直接 鋸南町 市町村

道

点検 鋸南町　トンネル長寿命

化修繕事業（点検・計画

策定）          

                

点検・計画策定 鋸南町  ■  ■          20 －

A01-214 道路 一般 鋸南町 直接 鋸南町 市町村

道

修繕 鋸南町　トンネル長寿命

化修繕事業（修繕）

                

                

修繕 鋸南町  ■          30 策定済

50 案件番号： 0000010242



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 H32 H33 H34 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-215 道路 一般 鴨川市 直接 鴨川市 市町村

道

点検 鴨川市　橋梁長寿命化修

繕事業（点検・計画策定

）              

                

点検・計画策定 鴨川市  ■  ■  ■  ■  ■         190 －

A01-216 道路 一般 鴨川市 直接 鴨川市 市町村

道

修繕 鴨川市　橋梁長寿命化修

繕事業（修繕・橋長15ｍ

以上）          

                

修繕 鴨川市  ■  ■  ■  ■  ■         300 策定済

A01-217 道路 一般 鴨川市 直接 鴨川市 市町村

道

修繕 鴨川市　橋梁長寿命化修

繕事業（修繕・橋長15ｍ

未満）          

                

修繕 鴨川市  ■  ■  ■  ■  ■         200 策定済

A01-218 道路 一般 鴨川市 直接 鴨川市 市町村

道

点検 鴨川市　トンネル長寿命

化修繕事業（点検・計画

策定）          

                

点検・計画策定 鴨川市  ■  ■  ■  ■  ■          20 －

51 案件番号： 0000010242



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 H32 H33 H34 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-219 道路 一般 鴨川市 直接 鴨川市 市町村

道

点検 鴨川市　シェッド・大型

カルバート長寿命化修繕

事業（点検・計画策定）

                

                

                

        

点検・計画策定 鴨川市  ■  ■  ■  ■  ■           5 －

A01-220 道路 一般 木更津市 直接 木更津市 市町村

道

点検 木更津市　橋梁長寿命化

修繕事業（点検・計画策

定）            

                

点検・計画策定 木更津市  ■  ■  ■  ■  ■         150 －

A01-221 道路 一般 木更津市 直接 木更津市 市町村

道

修繕 木更津市　橋梁長寿命化

修繕事業（修繕・橋長15

ｍ以上）        

                

        

修繕 木更津市  ■  ■  ■  ■  ■         150 策定済

52 案件番号： 0000010242



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 H32 H33 H34 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-222 道路 一般 木更津市 直接 木更津市 市町村

道

修繕 木更津市　橋梁長寿命化

修繕事業（修繕・橋長15

ｍ未満）        

                

        

修繕 木更津市  ■  ■  ■  ■  ■         100 策定済

A01-223 道路 一般 君津市 直接 君津市 市町村

道

点検 君津市　橋梁長寿命化修

繕事業（点検・計画策定

）              

                

点検・計画策定 君津市  ■  ■  ■  ■  ■         156 －

A01-224 道路 一般 君津市 直接 君津市 市町村

道

修繕 君津市　橋梁長寿命化修

繕事業（修繕・橋長15ｍ

以上）          

                

修繕 君津市  ■  ■  ■  ■  ■         765 策定済

A01-225 道路 一般 君津市 直接 君津市 市町村

道

修繕 君津市　橋梁長寿命化修

繕事業（修繕・橋長15ｍ

未満）          

                

修繕 君津市  ■  ■  ■  ■  ■          30 策定済

53 案件番号： 0000010242



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 H32 H33 H34 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-226 道路 一般 君津市 直接 君津市 市町村

道

点検 君津市　トンネル長寿命

化修繕事業（点検・計画

策定）          

                

点検・計画策定 君津市  ■  ■          26 －

A01-227 道路 一般 君津市 直接 君津市 市町村

道

修繕 君津市　トンネル長寿命

化修繕事業（修繕）

                

                

修繕 君津市  ■  ■  ■  ■         795 策定済

A01-228 道路 一般 君津市 直接 君津市  市町村

道

点検 君津市　横断歩道橋長寿

命化修繕事業（点検・計

画策定）

点検・計画策定 君津市  ■           1 －

A01-229 道路 一般 君津市 直接 君津市 市町村

道

修繕 君津市　市道福岡・糸川

線　小糸橋架替事業

                

                

橋梁架替  L=49.3ｍ 君津市  ■  ■  ■  ■         405 策定済

54 案件番号： 0000010242



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 H32 H33 H34 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-230 道路 一般 君津市 直接 君津市 市町村

道

修繕 君津市　市道広岡加名盛

線　大盛橋架替事業

                

                

橋梁架替　L=39.9ｍ 君津市  ■  ■  ■  ■         307 策定済

A01-231 道路 一般 富津市 直接 富津市 市町村

道

点検 富津市　橋梁長寿命化修

繕事業（点検・計画策定

）              

                

点検・計画策定 富津市  ■  ■  ■  ■  ■          50 －

A01-232 道路 一般 富津市 直接 富津市 市町村

道

修繕 富津市　橋梁長寿命化修

繕事業（修繕・橋長15ｍ

以上）          

                

修繕 富津市  ■  ■  ■  ■  ■         100 策定済

A01-233 道路 一般 富津市 直接 富津市 市町村

道

点検 富津市　トンネル長寿命

化修繕事業（点検・計画

策定）          

                

点検・計画策定 富津市  ■  ■          80 －

55 案件番号： 0000010242



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 H32 H33 H34 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-234 道路 一般 袖ケ浦市 直接 袖ケ浦市 市町村

道

点検 袖ケ浦市　橋梁長寿命化

修繕事業（点検・計画策

定）            

                

点検・計画策定 袖ケ浦市  ■  ■  ■  ■  ■         250 －

A01-235 道路 一般 袖ケ浦市 直接 袖ケ浦市 市町村

道

修繕 袖ケ浦市　橋梁長寿命化

修繕事業（修繕・橋長15

ｍ以上）        

                

        

修繕 袖ケ浦市  ■  ■  ■  ■  ■         600 策定済

A01-236 道路 一般 袖ケ浦市 直接 袖ケ浦市 市町村

道

修繕 袖ケ浦市　橋梁長寿命化

修繕事業（修繕・橋長15

ｍ未満）        

                

        

修繕 袖ケ浦市  ■  ■  ■  ■  ■         125 策定済

A01-237 道路 一般 袖ケ浦市 直接 袖ケ浦市 市町村

道

点検 袖ケ浦市　大型カルバー

ト長寿命化修繕事業（点

検・計画策定）  

                

        

点検・計画策定 袖ケ浦市  ■           2 －

56 案件番号： 0000010242



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 H32 H33 H34 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-238 道路 一般 市原市 直接 市原市 市町村

道

点検 市原市　橋梁長寿命化修

繕事業（点検・計画策定

）              

                

点検・計画策定 市原市  ■  ■  ■  ■  ■         147 －

A01-239 道路 一般 市原市 直接 市原市 市町村

道

修繕 市原市　橋梁長寿命化修

繕事業（修繕・橋長15ｍ

以上）          

                

修繕 市原市  ■  ■  ■  ■  ■       2,284 策定済

A01-240 道路 一般 市原市 直接 市原市 市町村

道

修繕 市原市　橋梁長寿命化修

繕事業（修繕・橋長15ｍ

未満）          

                

修繕 市原市  ■  ■  ■  ■  ■         257 策定済

A01-241 道路 一般 市原市 直接 市原市 市町村

道

点検 市原市　トンネル長寿命

化修繕事業（点検・計画

策定）          

                

点検･計画策定 市原市  ■          26 －

57 案件番号： 0000010242



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 H32 H33 H34 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-242 道路 一般 市原市 直接 市原市 市町村

道

修繕 市原市　トンネル長寿命

化修繕事業（修繕）

                

                

修繕 市原市  ■  ■  ■          70 策定済

A01-243 道路 一般 市原市 直接 市原市 市町村

道

点検 市原市　横断歩道橋長寿

命化修繕事業（点検・計

画策定）        

                

        

点検・計画策定 市原市  ■  ■  ■          15 －

A01-244 道路 一般 市原市 直接 市原市 市町村

道

修繕 市原市　横断歩道橋長寿

命化修繕事業（修繕）

                

                

修繕 市原市  ■  ■  ■  ■  ■         190 策定済

A01-245 道路 一般 市原市 直接 市原市 市町村

道

修繕 市原市　市道5076号線　

新堀橋架替事業  

                

        

橋梁架替　L=4.9ｍ 市原市  ■          54 策定済

58 案件番号： 0000010242



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 H32 H33 H34 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-246 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 都道府

県道

改築 （主）千葉鎌ケ谷松戸線

・実籾電線共同溝

無電柱化 習志野市  ■  ■  ■  ■  ■         700 －

A01-247 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 国道 改築 （国）296号・勝田台電線

共同溝

無電柱化 八千代市  ■  ■  ■  ■  ■         566 －

A01-248 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 都道府

県道

改築 （一）松戸原木線・二十

世紀が丘電線共同溝

無電柱化 松戸市  ■  ■  ■  ■  ■         600 －

A01-249 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 都道府

県道

改築 （一）外川港線・銚子電

線共同溝

無電柱化 銚子市  ■  ■  ■  ■  ■         600 －

A01-250 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 国道 改築 （国）410号・白浜電線共

同溝

無電柱化 南房総市  ■  ■  ■  ■  ■         540 －

 小計      53,675

合計      53,675

59 案件番号： 0000010242



C 効果促進事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 H32 H33 H34 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 C01-001 道路 一般 柏市 直接 柏市 市町村

道

修繕 柏市　市道幸通り線　幸

通り歩道橋撤去事業

                

                

橋梁撤去 柏市  ■          30 策定済

橋梁長寿命化修繕事業において橋梁の適正な維持管理を行うため、橋梁の撤去を実施する。

C01-002 道路 一般 鴨川市 直接 鴨川市 市町村

道

修繕 鴨川市　市道中森線　中

森２号橋側道橋撤去事業

橋梁撤去 鴨川市  ■           3 策定済

橋梁長寿命化修繕事業において橋梁の適正な維持管理を行うため、橋梁の撤去を実施する。

C01-003 道路 一般 君津市 直接 君津市 市町村

道

修繕 君津市　市道大和田浦田

線　戸越橋撤去事業

                

                

橋梁撤去 君津市  ■  ■  ■          85 策定済

橋梁長寿命化修繕事業において橋梁の適正な維持管理を行うため、橋梁の撤去を実施する。

C01-004 道路 一般 市原市 直接 市原市 市町村

道

修繕 市原市　市道イー220号線

　干拓橋撤去事業

                

                

橋梁撤去 市原市  ■  ■          32 策定済

橋梁長寿命化修繕事業において橋梁の適正な維持管理を行うため、橋梁の撤去を実施する。

 小計         150

1 案件番号： 0000010242



C 効果促進事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 H32 H33 H34 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

合計         150

2 案件番号： 0000010242



D 社会資本整備円滑化地籍整備事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 H32 H33 H34 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

円滑化地籍整備事業 D17-001 地籍整備 一般 千葉県 間接 白子町 － － 白子町　地籍調査事業（

古所地区　ほか）

                

                

面積（12.17km2） 白子町  ■  ■  ■  ■  ■         510 －

橋梁長寿命化修繕事業（A01-166）に併せて、土地の権利関係を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。

 小計         510

合計         510

1 案件番号： 0000010242



船橋市

習志野市
浦安市

市川市

松戸市

成田市
印西市

柏　市

多古町

神崎町

香取市

東庄町

銚子市

我孫子市

匝瑳市

横芝光町

山武市

東金市

長柄町

茂原市
長生村

白子町

長南町

睦沢町

いすみ市

勝浦市

御宿町

大多喜町

鴨川市

南房総市

館山市

鋸南町

富津市

君津市

袖ヶ浦市

木更津市

佐倉市 酒々井町
富里市

芝山町

八千代市

八街市

一宮町

市原市

流山市

鎌ケ谷市

大網白里市

九十九里町

野田市

栄　町

旭　市

四街道市

管内一円
A01-024

A01-025

A01-026

A01-028 A01-033

A01-034

A01-035

A01-030

A01-031

A01-032

別紙５－２

既存道路構造物の計画的な維持管理による、安全・安心な道路環境の確保（防災・安全）計画の名称

計画の期間

A01-0 01

A01-0 02

A01-0 03

A01-0 04

A01-0 05

A01-0 06
A01-0 07

A01-0 08

A01-0 09

A01-0 10

A01-0 11

A01-0 12

A01-0 13
A01-0 14

A01-0 15

A01-0 16

A01-0 17

A01-0 18
A01-0 22

A01-0 19

A01-0 20

A01-0 21

A01-0 23

A01-0 27

A01-0 29

参考図面　（防災・安全交付金）１／２（県事業）

平成３０年度～平成３４年度 交付対象
千葉県、習志野市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市、松戸市、野田市、流山市、鎌ケ谷市、柏市、我孫子市、佐倉市、四街道市、八街市、
印西市、白井市、酒々井町、栄町、成田市、富里市、多古町、芝山町、香取市、神崎町、東庄町、銚子市、旭市、匝瑳市、東金市、山武市、
大網白里市、九十九里町、横芝光町、茂原市、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町、勝浦市、いすみ市、大多喜町、御宿町、
館山市、南房総市、鋸南町、鴨川市、木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市、市原市



酒々井町船橋市

習志野市
浦安市

市川市

松戸市

成田市
印西市

柏　市

多古町

神崎町

香取市

東庄町

銚子市

我孫子市

匝瑳市

横芝光町

山武市

東金市

長柄町

茂原市
長生村

白子町

長南町

睦沢町

いすみ市

勝浦市

御宿町

大多喜町

鴨川市

南房総市

館山市

鋸南町

富津市

君津市

袖ヶ浦市

木更津市

佐倉市
富里市

芝山町

八千代市

八街市

一宮町

市原市

流山市

大網白里市

九十九里町

野田市

旭　市

四街道市

白井市

栄　町

鎌ケ谷市

A01-036
A01-037
A01-038
A01-039

A01-040
A01-041
A01-042

A01-043
A01-044
A01-045
A01-046

A01-047

A01-051

A01-048
A01-049
A01-050

A01-052

A01-057

A01-053
A01-054
A01-055
A01-056

A01-058

A01-064

A01-059
A01-060
A01-061
A01-062
A01-063

A01-065

A01-070

A01-066
A01-067
A01-068
A01-069

A01-072
A01-071

A01-073

A01-074
A01-075

A01-086
A01-087
A01-088
A01-089

A01-090
A01-091
A01-092

A01-093

A01-081
A01-082
A01-083
A01-084
A01-085

A01-094
A01-095
A01-096
A01-097
A01-098
A01-099

A01-100
A01-101
A01-102

A01-103
A01-104

A01-105
A01-106

A01-107
A01-108
A01-109

A01-114
A01-115
A01-116

A01-110
A01-111
A01-112
A01-113

A01-117
A01-118
A01-119

A01-120
A01-121
A01-122
A01-123

A01-124
A01-125

A01-126
A01-127
A01-128

A01-129
A01-130
A01-131

A01-132
A01-133
A01-134

A01-135
A01-136
A01-137

A01-138
A01-139
A01-140
A01-141
A01-142

A01-143
A01-144
A01-145
A01-146
A01-147

A01-151
A01-152

A01-148
A01-149
A01-150

A01-153
A01-154

A01-155
A01-156
A01-157

A01-158
A01-159

A01-160
A01-161
A01-162
A01-163

A01-164
A01-165

A01-166
A01-167
A01-168
A01-169

A01-170
A01-171
A01-172
A01-173
A01-174
A01-175

A01-177
A01-178
A01-179
A01-180
A01-181
A01-182
A01-183
A01-184
A01-185
A01-186

A01-187
A01-188
A01-189
A01-190
A01-191
A01-192

A01-193
A01-194
A01-195

A01-196
A01-197
A01-198

A01-199
A01-200
A01-201
A01-202
A01-203
A01-204
A01-205

A01-206
A01-207
A01-208
A01-209

A01-215
A01-216
A01-217
A01-218
A01-219
C01-002

A01-210
A01-211
A01-212
A01-213
A01-214

A01-220
A01-221
A01-222

A01-223
A01-224
A01-225
A01-226
A01-227
A01-228
A01-229
A01-230
C01-003

A01-231
A01-232
A01-233

A01-234
A01-235
A01-236
A01-237

A01-238
A01-239
A01-240
A01-241
A01-242
A01-243
A01-244
A01-245
C01-004

A01-076
A01-077
A01-078
A01-079
A01-080
C01-001

平成３０年度～平成３４年度 交付対象
千葉県、習志野市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市、松戸市、野田市、流山市、鎌ケ谷市、柏市、我孫子市、佐倉市、四街道市、八街市、
印西市、白井市、酒々井町、栄町、成田市、富里市、多古町、芝山町、香取市、神崎町、東庄町、銚子市、旭市、匝瑳市、東金市、山武市、
大網白里市、九十九里町、横芝光町、茂原市、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町、勝浦市、いすみ市、大多喜町、御宿町、
館山市、南房総市、鋸南町、鴨川市、木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市、市原市

計画の期間

計画の名称 既存道路構造物の計画的な維持管理による、安全・安心な道路環境の確保（防災・安全）

別紙５－２
参考図面　（防災・安全交付金）２／２（市町村事業）


