
　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 だれもが安心して暮らせる災害に強い千葉県づくり（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

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,芝山町,香取市,神崎町,銚子市,旭市,匝瑳市,東金市,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,館山市,南房総市,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 道路防災総点検やパトロール等により対策を要する箇所について、災害に強い道路を整備し、県民の安全・安心を確保する。

舗装や道路附属物等の定期的な点検と予計画的な修繕を行うことにより、道路利用者の安全性や利便性を確保する。

歩道整備などの交通安全対策や道路改良により、道路利用者の安全性や利便性の向上を図る。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）              71,174  Ａ              71,174  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

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 平成８・９年度に県が実施した防災総点検等により対策が必要な箇所における道路整備率 

防災対策必要箇所における道路整備率を算出する。 0％ ％ 18％

（防災対策必要箇所における道路整備率）＝　(∑整備済延長／∑パッケージ全体の事業延長）

   2 舗装、道路付属物等の個別施設計画の策定率を５０％にする

舗装・法面・照明・小型標識の個別施設計画策定率を算出する。 23％ ％ 50％

（舗装・法面・照明・小型標識の個別施設計画策定率）＝（Σ計画策定数/Σ個別施設毎の計画数）×１００

   3 千葉県における交通事故死傷者数を１８，０００人以下にする。

県内において発生した交通事故による交通事故死傷者数を用いる。 22581人 人 18000人

備考等 個別施設計画を含む － 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： 0000010173



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 国道 改築 （国）128号　実入バイパ

ス

バイパス　L=0.9km 鴨川市  ■  ■       2,700 －

A01-002 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 国道 改築 （国）465号　黄和田畑拡

幅

現道拡幅　L=2.1km 君津市  ■  ■  ■  ■  ■       2,180 －

A01-003 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 国道 改築 （国）465号　筒森バイパ

ス

バイパス　L=3.7km 大多喜町　君津

市

 ■  ■  ■  ■  ■       8,430 －

A01-004 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 国道 改築 （国）410号　川谷拡幅 現道拡幅　L=1.7km 南房総市  ■  ■  ■  ■  ■       1,680 －

A01-005 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 都道府

県道

改築 （一）上畑湊線　山中 バイパス　L=0.6km 富津市  ■  ■       1,085 －

A01-006 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 都道府

県道

改築 （主）富津館山線　豊岡 現道拡幅　L=0.4km 富津市  ■         295 －

A01-007 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 都道府

県道

改築 （主）市原天津小湊線　

坂本

バイパス　L=0.9km 鴨川市  ■  ■  ■       2,283 －

1 案件番号： 0000010173



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

改築 （主）市原天津小湊線　

四方木

現道拡幅　L=2.5km 鴨川市  ■  ■  ■  ■  ■         411 －

A01-009 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 都道府

県道

改築 （主）千葉臼井印西線　

舟戸大橋

橋梁架換　L=0.5km 印西市　佐倉市  ■  ■  ■  ■       2,100 －

A01-010 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 都道府

県道

改築 （主）市原天津小湊線　

黄和田畑

現道拡幅　L=1.0km 君津市  ■  ■  ■  ■  ■         677 －

A01-011 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 都道府

県道

改築 （主）市原天津小湊線　

田淵

現道拡幅　L=1.7km 市原市  ■  ■  ■  ■  ■       3,159 －

A01-012 道路 一般 習志野市 直接 習志野市 市町村

道

修繕 習志野市　修繕計画事業

（舗装・点検・計画策定

・修繕）        

                

        

点検・計画策定・修繕 習志野市  ■  ■  ■  ■       1,200 未策定

2 案件番号： 0000010173



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 A01-013 道路 一般 習志野市 直接 習志野市 市町村

道

修繕 習志野市　修繕計画事業

（道路擁壁・法面・点検

・計画策定・修繕）

                

                

点検・計画策定・修繕 習志野市  ■  ■  ■  ■  ■         300 策定済

A01-014 道路 一般 習志野市 直接 習志野市 市町村

道

交安 習志野市　ゾーン30整備

事業            

                

ゾーン30整備 習志野市  ■  ■  ■  ■          20 －

A01-015 道路 一般 習志野市 直接 習志野市 市町村

道

交安 習志野市　自転車レーン

整備事業        

                

        

自転車レーン整備 習志野市  ■  ■  ■  ■         800 －

A01-016 道路 一般 八千代市 直接 八千代市 市町村

道

修繕 八千代市　修繕計画事業(

舗装・点検・計画策定・

修繕)           

                

点検・計画策定・修繕 八千代市  ■  ■  ■  ■  ■       1,303 未策定

3 案件番号： 0000010173



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 A01-017 道路 一般 市川市 直接 市川市 市町村

道

点検 市川市　修繕計画事業（

舗装・点検・計画策定）

                

                

点検・計画策定 市川市  ■  ■  ■  ■  ■          37 －

A01-018 道路 一般 市川市 直接 市川市 市町村

道

修繕 市川市　修繕計画事業（

舗装・修繕（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

・切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ（表層＋基

層）））        

                

        

修繕 市川市  ■  ■  ■  ■  ■         240 未策定

A01-019 道路 一般 市川市 直接 市川市 市町村

道

修繕 市川市　修繕計画事業（

舗装・修繕（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

・打換え（路盤まで））

）              

                

修繕 市川市  ■  ■  ■  ■         160 未策定

A01-020 道路 一般 市川市 直接 市川市 市町村

道

点検 市川市　修繕計画事業（

道路照明灯・点検・計画

策定）          

                

点検・計画策定 市川市  ■  ■          70 －

4 案件番号： 0000010173



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 A01-021 道路 一般 市川市 直接 市川市 市町村

道

点検 市川市　修繕計画事業（

道路反射鏡・点検・計画

策定）          

                

点検・計画策定 市川市  ■  ■          10 －

A01-022 道路 一般 市川市 直接 市川市 市町村

道

点検 市川市　修繕計画事業（

道路標識・点検・計画策

定）            

                

点検・計画策定 市川市  ■  ■          15 －

A01-023 道路 一般 市川市 直接 市川市 市町村

道

修繕 市川市　修繕計画事業（

擁壁・点検・計画策定・

修繕）          

                

点検・計画策定・修繕 市川市  ■  ■  ■  ■  ■          20 未策定

A01-024 道路 一般 市川市 直接 市川市 市町村

道

交安 市川市　市道0106号ほか1

路線            

                

自転車道等整備　L=5.7km 市川市  ■  ■          68 －

5 案件番号： 0000010173



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 A01-025 道路 一般 市川市 直接 市川市 市町村

道

交安 市川市　市道0108号

                

                

歩道整備　L=0.6km 市川市  ■  ■          82 －

A01-026 道路 一般 市川市 直接 市川市 市町村

道

交安 市川市　市道0204号

                

                

歩道整備　L=1.0km 市川市  ■  ■  ■         154 －

A01-027 道路 一般 市川市 直接 市川市 市町村

道

交安 市川市　市道9283号

                

                

歩道整備　L=0.5km 市川市  ■          82 －

A01-028 道路 一般 市川市 直接 市川市 市町村

道

交安 市川市　市道0224号ほか1

路線            

                

歩道整備　L=1.1km 市川市  ■  ■  ■  ■         178 －

A01-029 道路 一般 市川市 直接 市川市 市町村

道

交安 市川市　市道8167号

                

                

歩道整備　L=0.1km 市川市  ■  ■          24 －

6 案件番号： 0000010173



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 A01-030 道路 一般 市川市 直接 市川市 市町村

道

交安 市川市　市道0210号

                

                

歩道整備　L=0.1km 市川市  ■  ■          25 －

A01-031 道路 一般 市川市 直接 市川市 市町村

道

交安 市川市　市道0205号

                

                

歩道整備　L=0.9km 市川市  ■  ■  ■  ■         163 －

A01-032 道路 一般 市川市 直接 市川市 市町村

道

交安 市川市　市道4227号 歩道整備　L=0.1km 市川市  ■          11 －

A01-033 道路 一般 船橋市 直接 船橋市 市町村

道

交安 船橋市　自転車走行環境

整備計画事業    

                

        

自転車通行空間の整備　L=46

.2km

船橋市  ■  ■  ■  ■  ■         351 －

A01-034 道路 一般 船橋市 直接 船橋市 市町村

道

交安 船橋市　ゾーン30内安全

対策            

                

カラー舗装等　L=3.0km 船橋市  ■  ■  ■  ■  ■          21 －

7 案件番号： 0000010173



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 船橋市 直接 船橋市 市町村

道

交安 船橋市　00-012号線

                

                

駅前広場整備 船橋市  ■  ■  ■          50 －

A01-036 道路 一般 船橋市 直接 船橋市 市町村

道

交安 船橋市　00-145号線ほか

                

                

交差点改良 船橋市  ■  ■  ■  ■       1,158 －

A01-037 道路 一般 浦安市 直接 浦安市 市町村

道

修繕 浦安市　修繕計画事業（

舗装・点検・計画策定・

修繕）          

                

点検・計画策定・修繕 浦安市  ■  ■  ■  ■  ■         285 策定済

A01-038 道路 一般 浦安市 直接 浦安市 市町村

道

点検 浦安市　修繕計画事業（

道路付属物・点検・計画

策定）          

                

点検・計画策定 浦安市  ■          20 －

A01-039 道路 一般 浦安市 直接 浦安市 市町村

道

改築 浦安市　幹線5号（液状化

対策）          

                

液状化対策 浦安市  ■          21 －

8 案件番号： 0000010173



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 A01-040 道路 一般 浦安市 直接 浦安市 市町村

道

改築 浦安市　幹線2号（液状化

対策）          

                

液状化対策 浦安市  ■  ■  ■  ■  ■         500 －

A01-041 道路 一般 浦安市 直接 浦安市 市町村

道

改築 浦安市　幹線7号（液状化

対策）          

                

液状化対策 浦安市  ■  ■         200 －

A01-042 道路 一般 松戸市 直接 松戸市 市町村

道

点検 松戸市　修繕計画事業（

舗装・点検・計画策定）

                

                

                

点検・計画策定 松戸市  ■  ■  ■  ■  ■         157 －

A01-043 道路 一般 松戸市 直接 松戸市 市町村

道

修繕 松戸市　修繕計画事業（

舗装・修繕）    

                

        

修繕 松戸市  ■  ■  ■  ■  ■         300 未策定

9 案件番号： 0000010173



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 A01-044 道路 一般 松戸市 直接 松戸市 市町村

道

点検 松戸市　修繕計画事業（

道路照明灯・点検・計画

策定）          

                

点検・計画策定 松戸市  ■  ■  ■  ■  ■          97 －

A01-045 道路 一般 松戸市 直接 松戸市 市町村

道

点検 松戸市　修繕計画事業（

法面・点検・計画策定）

                

                

                

        

点検・計画策定 松戸市  ■  ■  ■  ■  ■          60 －

A01-046 道路 一般 松戸市 直接 松戸市 市町村

道

点検 松戸市　修繕計画事業（

大型標識・点検・計画策

定）            

                

点検・計画策定 松戸市  ■  ■  ■  ■  ■          70 －

A01-047 道路 一般 野田市 直接 野田市 市町村

道

点検 野田市　修繕計画事業（

舗装・点検・計画策定）

                

                

点検・計画策定 野田市  ■          10 －

10 案件番号： 0000010173



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 A01-048 道路 一般 野田市 直接 野田市 市町村

道

修繕 野田市　修繕計画事業（

舗装・修繕）    

                

        

修繕 野田市  ■  ■  ■  ■  ■       2,458 策定済

A01-049 道路 一般 野田市 直接 野田市 市町村

道

修繕 野田市　修繕計画事業（

道路附属物・点検・計画

策定・修繕）    

                

        

点検・計画策定・修繕 野田市  ■  ■  ■          67 策定済

A01-050 道路 一般 野田市 直接 野田市 市町村

道

修繕 野田市　修繕計画事業（

法面・点検・計画策定・

修繕）          

                

点検・計画策定・修繕 野田市  ■           6 策定済

A01-051 道路 一般 野田市 直接 野田市 市町村

道

交安 野田市　2040号線

                

                

路肩拡幅　L=0.36km 野田市  ■  ■  ■  ■  ■         132 －

11 案件番号： 0000010173



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 A01-052 道路 一般 野田市 直接 野田市 市町村

道

交安 野田市　12014号線

                

                

路肩拡幅　L=0.22km 野田市  ■  ■  ■  ■  ■          50 －

A01-053 道路 一般 野田市 直接 野田市 市町村

道

改築 野田市　22222号線ほか（

冠水対策）      

                

        

排水整備　３箇所 野田市  ■  ■  ■  ■  ■       4,200 －

A01-054 道路 一般 流山市 直接 流山市 市町村

道

点検 流山市　修繕計画事業（

舗装・点検・計画策定）

                

                

点検・計画策定 流山市  ■  ■  ■  ■  ■          19 －

A01-055 道路 一般 流山市 直接 流山市 市町村

道

改築 流山市　市道211号線ほか

（冠水対策）    

                

        

排水整備 流山市  ■  ■  ■  ■  ■         400 －

12 案件番号： 0000010173



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 A01-056 道路 一般 流山市 直接 流山市 市町村

道

交安 流山市　新設小学校建設

関連道路整備事業

                

                

通学路整備　L=0.49km 流山市  ■  ■  ■  ■  ■         185 －

A01-057 道路 一般 鎌ケ谷市 直接 鎌ケ谷市 市町村

道

修繕 鎌ケ谷市　舗装修繕事業(

舗装・点検・計画策定・

修繕)           

                

点検・計画策定・修繕 鎌ケ谷市  ■  ■  ■  ■  ■         619 未策定

A01-058 道路 一般 鎌ケ谷市 直接 鎌ケ谷市 市町村

道

交安 鎌ケ谷市　道野辺地区22

号線            

                

歩道整備　L=0.44㎞ 鎌ケ谷市  ■  ■  ■  ■  ■         113 －

A01-059 道路 一般 鎌ケ谷市 直接 鎌ケ谷市 市町村

道

交安 鎌ケ谷市　20号線

                

                

歩道整備　L=0.38㎞ 鎌ケ谷市  ■  ■  ■  ■  ■         600 －

A01-060 道路 一般 鎌ケ谷市 直接 鎌ケ谷市 市町村

道

交安 鎌ケ谷市　26号線

                

                

歩道整備　L=0.84㎞ 鎌ケ谷市  ■  ■  ■  ■  ■         380 －

13 案件番号： 0000010173



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 A01-061 道路 一般 柏市 直接 柏市 市町村

道

修繕 柏市　修繕計画事業（舗

装・点検・計画策定・修

繕）            

                

点検・計画策定・修繕 柏市  ■  ■  ■  ■  ■       3,000 策定済

A01-062 道路 一般 柏市 直接 柏市 市町村

道

交安 柏市　歩道バリアフリー

整備事業        

                

        

点字ブロック整備，段差解消 柏市  ■  ■  ■  ■  ■         352 －

A01-063 道路 一般 柏市 直接 柏市 市町村

道

交安 柏市　市道01050号線　他

主要路線（自転車通行環

境整備）事業    

                

        

自転車通行環境整備　L=2.86

km

柏井市  ■  ■          42 －

A01-064 道路 一般 柏市 直接 柏市 市町村

道

交安 柏市　柏駅西口線

                

                

歩道整備　L=0.56km 柏市  ■  ■  ■  ■  ■         267 －

14 案件番号： 0000010173



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 A01-065 道路 一般 我孫子市 直接 我孫子市 市町村

道

修繕 我孫子市　修繕計画事業

（舗装・点検・計画策定

・修繕）        

                

        

点検・計画策定・修繕    

        

我孫子市  ■  ■  ■  ■  ■         450 策定済

A01-066 道路 一般 佐倉市 直接 佐倉市 市町村

道

修繕 佐倉市　修繕計画事業（

舗装・点検・計画策定・

修繕）          

                

点検・計画策定・修繕 佐倉市  ■  ■  ■  ■  ■       1,506 未策定

A01-067 道路 一般 佐倉市 直接 佐倉市 市町村

道

交安 佐倉市　1-42号線

                

                

歩道整備　L=2,780ｍ 佐倉市  ■         252 －

A01-068 道路 一般 佐倉市 直接 佐倉市 市町村

道

交安 佐倉市　1-4号線 

                

        

歩道整備　L=210ｍ 佐倉市  ■  ■  ■  ■  ■         197 －

15 案件番号： 0000010173



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 A01-069 道路 一般 佐倉市 直接 佐倉市 市町村

道

交安 佐倉市　1-43号線

                

                

歩道整備　L=60ｍ 佐倉市  ■  ■  ■  ■          47 －

A01-070 道路 一般 四街道市 直接 四街道市 市町村

道

修繕 四街道市　修繕計画事業(

舗装・点検・計画策定・

修繕)           

                

点検・計画策定・修繕 四街道市  ■  ■  ■  ■  ■         500 未策定

A01-071 道路 一般 四街道市 直接 四街道市 市町村

道

修繕 四街道市　修繕計画事業(

カルバート・法面・盛土

・擁壁等・点検・計画策

定・修繕)       

                

                

                

        

点検・計画策定・修繕 四街道市  ■  ■  ■  ■  ■          20 未策定

A01-072 道路 一般 四街道市 直接 四街道市 市町村

道

交安 四街道市　ゾーン30整備

事業            

                

ゾーン30整備 四街道市  ■  ■  ■          18 －

16 案件番号： 0000010173



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 A01-073 道路 一般 八街市 直接 八街市 市町村

道

点検 八街市　修繕計画事業（

舗装・点検・計画策定）

                

                

点検・計画策定 八街市  ■  ■  ■  ■  ■          25 －

A01-074 道路 一般 八街市 直接 八街市 市町村

道

修繕 八街市　修繕計画事業（

舗装・修繕（表層打替え

））            

                

修繕 八街市  ■  ■  ■  ■  ■         300 未策定

A01-075 道路 一般 八街市 直接 八街市 市町村

道

修繕 八街市　修繕計画事業（

舗装・修繕（路上再生）

）              

                

修繕 八街市  ■  ■  ■  ■  ■         619 策定済

A01-076 道路 一般 八街市 直接 八街市 市町村

道

交安 八街市　210号線 

                

        

歩道整備　L=1.3km 八街市  ■  ■  ■  ■  ■         140 －

17 案件番号： 0000010173



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 A01-077 道路 一般 八街市 直接 八街市 市町村

道

交安 八街市　一区50号線

                

                

歩道整備　L=0.25km 八街市  ■         120 －

A01-078 道路 一般 八街市 直接 八街市 市町村

道

交安 八街市　一区1号線ほか

                

                

路肩拡幅・カラー舗装　L=2k

m

八街市  ■  ■  ■  ■  ■          20 －

A01-079 道路 一般 八街市 直接 八街市 市町村

道

交安 八街市　沖36号線ほか

                

                

歩道整備　L=0.12km 八街市  ■  ■  ■  ■  ■         100 －

A01-080 道路 一般 八街市 直接 八街市 市町村

道

改築 八街市　102号線ほか（冠

水対策）        

                

        

排水整備　L=1.5km 八街市  ■  ■  ■  ■  ■         200 策定済

A01-081 道路 一般 印西市 直接 印西市 市町村

道

修繕 印西市　修繕計画事業（

舗装・点検・計画策定・

修繕）          

                

点検・計画策定・修繕 印西市  ■  ■  ■  ■  ■       1,000 未策定

18 案件番号： 0000010173



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 A01-082 道路 一般 白井市 直接 白井市 市町村

道

修繕 白井市　修繕計画事業（

舗装・点検・計画策定・

修繕）          

                

点検・計画策定・修繕 白井市  ■  ■  ■  ■  ■       1,018 未策定

A01-083 道路 一般 酒々井町 直接 酒々井町 市町村

道

修繕 酒々井町　修繕計画事業

（舗装・点検・計画策定

・修繕）        

                

        

点検・計画策定・修繕 酒々井町  ■  ■  ■  ■  ■         150 未策定

A01-084 道路 一般 酒々井町 直接 酒々井町 市町村

道

交安 酒々井町　2B-022号線

                

                

交差点改良　L=35m 酒々井町  ■  ■  ■  ■  ■          20 －

A01-085 道路 一般 栄町 直接 栄町 市町村

道

修繕 栄町　修繕計画事業（舗

装・点検・計画策定・修

繕）            

                

点検・計画策定・修繕 栄町  ■  ■  ■  ■  ■         900 未策定

19 案件番号： 0000010173



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 A01-086 道路 一般 成田市 直接 成田市 市町村

道

修繕 成田市　修繕計画事業（

舗装・点検・計画策定・

修繕）          

                

点検・計画策定・修繕 成田市  ■  ■  ■  ■  ■         203 未策定

A01-087 道路 一般 成田市 直接 成田市 市町村

道

修繕 成田市　修繕計画事業（

道路付属物・点検・計画

策定・修繕）    

                

        

点検・計画策定・修繕 成田市  ■  ■  ■  ■  ■          19 未策定

A01-088 道路 一般 成田市 直接 成田市 市町村

道

交安 成田市　吉岡前林線

                

                

歩道整備　L=2.5km 成田市  ■  ■  ■  ■  ■         633 －

A01-089 道路 一般 成田市 直接 成田市 市町村

道

交安 成田市　谷三倉羊舎前線

                

                

歩道整備　L=1.8km 成田市  ■  ■  ■  ■  ■         390 －

20 案件番号： 0000010173



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 A01-090 道路 一般 成田市 直接 成田市 市町村

道

交安 成田市　川栗畑ケ田線外

３路線          

                

歩道整備　L=1.6km 成田市  ■  ■  ■  ■         383 －

A01-091 道路 一般 富里市 直接 富里市 市町村

道

修繕 富里市　修繕計画事業（

舗装・点検・計画策定・

修繕）          

                

点検・計画策定・修繕 富里市  ■  ■  ■  ■  ■         335 未策定

A01-092 道路 一般 富里市 直接 富里市 市町村

道

改築 富里市　市道1-0247号線

ほか7路線（冠水対策）

                

                

排水整備　L=943ｍ 富里市  ■  ■  ■         400 －

A01-093 道路 一般 富里市 直接 富里市 市町村

道

改築 富里市　01-006号線（流

末排水調整池整備）

                

                

調整池工事　V=48,619㎡ 富里市  ■  ■  ■  ■  ■         550 －

21 案件番号： 0000010173



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 A01-094 道路 一般 芝山町 直接 芝山町 市町村

道

修繕 芝山町　修繕計画事業（

舗装・点検・計画策定・

修繕）          

                

点検・計画策定・修繕 芝山町  ■  ■  ■  ■  ■         220 未策定

A01-095 道路 一般 芝山町 直接 芝山町 市町村

道

修繕 芝山町　修繕計画事業（

道路付属物等・点検・計

画策定・修繕）  

                

        

点検・計画策定・修繕 芝山町  ■  ■          24 未策定

A01-096 道路 一般 香取市 直接 香取市 市町村

道

修繕 香取市　修繕計画事業（

舗装・点検・計画策定・

修繕）          

                

点検・計画策定・修繕 香取市  ■  ■  ■  ■  ■       1,040 策定済

A01-097 道路 一般 香取市 直接 香取市 市町村

道

修繕 香取市　修繕計画事業（

法面工・土木構造物・点

検・計画策定・修繕）

                

                

点検・計画策定・修繕 香取市  ■  ■  ■  ■  ■         203 策定済

22 案件番号： 0000010173



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 A01-098 道路 一般 香取市 直接 香取市 市町村

道

交安 香取市　市道Ⅰ-10号線

                

                

歩道整備　L=1650ｍ 香取市  ■  ■  ■  ■  ■         605 －

A01-099 道路 一般 香取市 直接 香取市 市町村

道

交安 香取市　市道Ⅰ-51号線

                

                

歩道整備　L=1800ｍ 香取市  ■  ■  ■  ■  ■         371 －

A01-100 道路 一般 神崎町 直接 神崎町 市町村

道

修繕 神崎町　修繕計画事業（

舗装・点検・計画策定・

修繕）          

                

                

        

点検・計画策定・修繕 神崎町  ■  ■  ■  ■  ■         109 策定済

A01-101 道路 一般 神崎町 直接 神崎町 市町村

道

修繕 神崎町　修繕計画事業（

法面・道路構造物・点検

・計画策定・修繕）

                

                

点検・計画策定・修繕 神崎町  ■  ■         109 未策定

23 案件番号： 0000010173



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 A01-102 道路 一般 銚子市 直接 銚子市 市町村

道

修繕 銚子市　修繕計画事業（

舗装・点検・計画策定・

修繕）          

                

点検・計画策定・修繕 銚子市  ■  ■  ■  ■  ■       1,280 未策定

A01-103 道路 一般 銚子市 直接 銚子市 市町村

道

点検 銚子市　修繕計画事業（

道路附属物・点検・計画

策定）          

                

点検・計画策定 銚子市  ■           5 未策定

A01-104 道路 一般 旭市 直接 旭市 市町村

道

修繕 旭市　修繕計画事業（舗

装・点検・計画策定・修

繕）            

                

点検・計画策定・修繕 旭市  ■  ■  ■  ■  ■         260 策定済

A01-105 道路 一般 旭市 直接 旭市 市町村

道

修繕 旭市　修繕計画事業（道

路付属物・法面擁壁等・

点検・計画策定・修繕）

                

                

点検・計画策定・修繕 旭市  ■  ■  ■  ■  ■          50 策定中

24 案件番号： 0000010173



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 A01-106 道路 一般 旭市 直接 旭市 市町村

道

改築 旭市　ロ地区水路（冠水

対策）          

                

排水整備　Ｌ＝320ｍ　 旭市  ■  ■  ■  ■  ■         500 －

A01-107 道路 一般 匝瑳市 直接 匝瑳市 市町村

道

交安 匝瑳市　市道9031号線

                

                

歩道整備　L=0.04km 匝瑳市  ■          14 －

A01-108 道路 一般 東金市 直接 東金市 市町村

道

点検 東金市　修繕計画事業(舗

装・点検・計画策定）

                

                

点検・計画策定 東金市  ■          14 －

A01-109 道路 一般 東金市 直接 東金市 市町村

道

修繕 東金市　修繕計画事業(舗

装・修繕）      

                

        

修繕 東金市  ■  ■  ■  ■  ■          86 未策定

25 案件番号： 0000010173



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 A01-110 道路 一般 東金市 直接 東金市 市町村

道

修繕 東金市　修繕計画事業(法

面・盛土・擁壁等・点検

・計画策定・修繕）

                

                

点検・計画策定・修繕 東金市  ■  ■  ■  ■  ■         150 未策定

A01-111 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　修繕計画事

業（舗装・点検・計画策

定）            

                

点検・計画策定 大網白里市  ■  ■          22 －

A01-112 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　修繕計画事

業（舗装・修繕）

                

                

修繕 大網白里市  ■  ■  ■  ■  ■          74 未策定

A01-113 道路 一般 大網白里

市

直接 大網白里市 市町村

道

交安 大網白里市　市道2-0333

号線            

                

歩道の設置　L＝2.2㎞ 大網白里市  ■  ■  ■  ■  ■         520 －

26 案件番号： 0000010173



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 A01-114 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　修繕計画事

業（舗装・点検・計画策

定）            

                

点検・計画策定          九十九里町  ■  ■  ■  ■  ■          55 －

A01-115 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　修繕計画事

業（舗装・修繕）

                

                

修繕            九十九里町  ■  ■  ■  ■  ■         150 未策定

A01-116 道路 一般 横芝光町 直接 横芝光町 市町村

道

修繕 横芝光町　修繕計画事業

（舗装・点検・計画策定

・修繕）        

                

        

点検・計画策定・修繕 横芝光町  ■  ■  ■  ■  ■         400 未策定

A01-117 道路 一般 横芝光町 直接 横芝光町 市町村

道

交安 横芝光町　町道Ⅱ-36号線

                

                

歩道整備　L=1.2km 横芝光町  ■  ■  ■  ■  ■         320 －

27 案件番号： 0000010173



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 A01-118 道路 一般 横芝光町 直接 横芝光町 市町村

道

交安 横芝光町　町道Ⅰ-9号線

                

                

歩道整備　L=1.02km 横芝光町  ■           5 －

A01-119 道路 一般 横芝光町 直接 横芝光町 市町村

道

交安 横芝光町　町道Ⅰ-8号線

ほか            

                

歩道整備　L=0.79km 横芝光町  ■  ■  ■  ■  ■         440 －

A01-120 道路 一般 茂原市 直接 茂原市 市町村

道

点検 茂原市　修繕計画事業（

舗装・点検・計画策定）

                

                

点検・計画策定 茂原市  ■          14 －

A01-121 道路 一般 茂原市 直接 茂原市 市町村

道

修繕 茂原市　修繕計画事業（

舗装・修繕（表層）)

                

                

修繕 茂原市  ■  ■  ■  ■  ■         300 未策定

28 案件番号： 0000010173



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 A01-122 道路 一般 茂原市 直接 茂原市 市町村

道

修繕 茂原市　修繕計画事業（

舗装・修繕（表層＋基層

）)             

                

修繕 茂原市  ■  ■  ■  ■  ■         300 未策定

A01-123 道路 一般 茂原市 直接 茂原市 市町村

道

修繕 茂原市　修繕計画事業（

舗装・修繕（路盤まで）)

                

                

修繕 茂原市  ■  ■  ■  ■  ■         300 未策定

A01-124 道路 一般 茂原市 直接 茂原市 市町村

道

修繕 茂原市　修繕計画事業（

法面・土工構造物・点検

・計画策定・修繕）

                

                

点検・計画策定・修繕 茂原市  ■  ■  ■  ■  ■          25 未策定

A01-125 道路 一般 茂原市 直接 茂原市 市町村

道

点検 茂原市　修繕計画事業（

道路附属物・点検・計画

策定）          

                

点検・計画策定 茂原市  ■           5 未策定

29 案件番号： 0000010173



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 A01-126 道路 一般 一宮町 直接 一宮町 市町村

道

修繕 一宮町　修繕計画事業（

舗装・点検・計画策定・

修繕）          

                

点検・計画策定・修繕 一宮町  ■  ■  ■  ■  ■          50 策定済

A01-127 道路 一般 一宮町 直接 一宮町 市町村

道

修繕 一宮町　修繕計画事業（

法面・土木構造物・点検

・計画策定・修繕）

                

                

点検・計画策定・修繕 一宮町  ■          10 策定中

A01-128 道路 一般 睦沢町 直接 睦沢町 市町村

道

修繕 睦沢町　修繕計画事業（

舗装・点検・計画策定・

修繕）          

                

点検・計画策定・修繕 睦沢町  ■  ■  ■  ■  ■         200 策定済

A01-129 道路 一般 長生村 直接 長生村 市町村

道

点検 長生村　修繕計画事業（

道路附属物・点検・計画

策定）          

                

点検・計画策定 長生村  ■  ■  ■  ■  ■          10 未策定

30 案件番号： 0000010173



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 A01-130 道路 一般 白子町 直接 白子町 市町村

道

交安 白子町　町道2027・1182

号線            

                

歩道整備　L=0.8km 白子町  ■  ■  ■  ■  ■         200 －

A01-131 道路 一般 長柄町 直接 長柄町 市町村

道

修繕 長柄町　修繕計画事業（

舗装・点検・計画策定・

修繕）          

                

点検・計画策定・修繕 長柄町  ■  ■  ■  ■  ■          88 策定済

A01-132 道路 一般 長柄町 直接 長柄町 市町村

道

交安 長柄町　町道1457号線

                

                

歩道整備　L=0.72km 長柄町  ■  ■  ■         191 －

A01-133 道路 一般 長南町 直接 長南町 市町村

道

修繕 長南町　修繕計画事業（

法面・点検・計画策定・

修繕）          

                

点検・計画策定・修繕 長南町  ■  ■  ■  ■  ■         255 策定済

31 案件番号： 0000010173



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 A01-134 道路 一般 勝浦市 直接 勝浦市 市町村

道

修繕 勝浦市　修繕計画事業（

舗装・点検・計画策定・

修繕）          

                

点検・計画策定・修繕 勝浦市  ■  ■  ■  ■  ■         149 策定中

A01-135 道路 一般 勝浦市 直接 勝浦市 市町村

道

点検 勝浦市　修繕計画事業（

道路附属物・点検・計画

策定）          

                

点検・計画策定 勝浦市  ■  ■          31 策定中

A01-136 道路 一般 勝浦市 直接 勝浦市 市町村

道

修繕 勝浦市　修繕計画事業（

法面・盛土・擁壁等・点

検・計画策定・修繕）

                

                

点検・計画策定・修繕 勝浦市  ■  ■  ■  ■  ■          76 策定中

A01-137 道路 一般 いすみ市 直接 いすみ市 市町村

道

修繕 いすみ市　修繕計画事業(

舗装・点検・計画策定・

修繕)           

                

点検・計画策定・修繕 いすみ市  ■  ■  ■  ■  ■         265 未策定

32 案件番号： 0000010173



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 A01-138 道路 一般 いすみ市 直接 いすみ市 市町村

道

修繕 いすみ市　修繕計画事業(

法面・盛土・擁壁等・点

検・計画策定・修繕）

                

                

点検・計画策定・修繕 いすみ市  ■  ■  ■  ■  ■         100 未策定

A01-139 道路 一般 いすみ市 直接 いすみ市 市町村

道

修繕 いすみ市　修繕計画事業(

道路附属物・点検・計画

策定・修繕)     

                

        

点検・計画策定・修繕 いすみ市  ■  ■  ■  ■  ■          50 未策定

A01-140 道路 一般 大多喜町 直接 大多喜町 市町村

道

修繕 大多喜町　修繕計画事業

（舗装・点検・計画策定

・修繕）        

                

        

点検・計画策定・修繕 大多喜町  ■  ■  ■  ■          40 策定済

33 案件番号： 0000010173



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 A01-141 道路 一般 大多喜町 直接 大多喜町 市町村

道

修繕 大多喜町　修繕計画事業

（法面等・点検・計画策

定・修繕）      

                

        

点検・計画策定・修繕 大多喜町  ■  ■  ■  ■         108 策定済

A01-142 道路 一般 大多喜町 直接 大多喜町 市町村

道

交安 大多喜町　増田小土呂線

                

                

歩道整備　L=1.4km 大多喜町  ■  ■  ■  ■  ■         311 －

A01-143 道路 一般 館山市 直接 館山市 市町村

道

修繕 館山市　修繕計画事業（

舗装・点検・計画策定・

修繕）          

                

点検・計画策定・修繕 館山市  ■  ■  ■  ■  ■         309 策定済

A01-144 道路 一般 館山市 直接 館山市 市町村

道

点検 館山市　修繕計画事業（

道路附属物・点検・計画

策定）          

                

点検・計画策定 館山市  ■  ■  ■  ■  ■          14 未策定

34 案件番号： 0000010173



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 A01-145 道路 一般 館山市 直接 館山市 市町村

道

修繕 館山市　修繕計画事業（

法面・点検・計画策定・

修繕）          

                

点検・計画策定・修繕 館山市  ■  ■  ■  ■  ■         155 策定済

A01-146 道路 一般 館山市 直接 館山市 市町村

道

交安 館山市　3016号線

                

                

歩道整備　L=0.75㎞ 館山市  ■  ■  ■  ■         397 －

A01-147 道路 一般 南房総市 直接 南房総市 市町村

道

修繕 南房総市　修繕計画事業

（舗装・点検・計画策定

・修繕）        

                

        

点検・計画策定・修繕 南房総市  ■  ■  ■  ■  ■         400 未策定

A01-148 道路 一般 南房総市 直接 南房総市 市町村

道

交安 南房総市　市部30号線

                

                

歩道整備　L=0.21km 南房総市  ■  ■  ■          55 －

35 案件番号： 0000010173



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 A01-149 道路 一般 鴨川市 直接 鴨川市 市町村

道

点検 鴨川市　修繕計画事業（

舗装・点検・計画策定）

                

                

点検・計画策定 鴨川市  ■  ■  ■  ■          10 －

A01-150 道路 一般 鴨川市 直接 鴨川市 市町村

道

修繕 鴨川市　修繕計画事業（

舗装・修繕）    

                

        

修繕 鴨川市  ■  ■  ■  ■  ■         422 未策定

A01-151 道路 一般 鴨川市 直接 鴨川市 市町村

道

点検 鴨川市　修繕計画事業（

法面・盛土・擁壁等・点

検・計画策定）  

                

        

点検・計画策定 鴨川市  ■  ■  ■  ■          88 －

A01-152 道路 一般 鴨川市 直接 鴨川市 市町村

道

修繕 鴨川市　修繕計画事業（

法面・盛土・擁壁等・修

繕）            

                

修繕 鴨川市  ■  ■  ■  ■  ■         128 未策定

36 案件番号： 0000010173



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 A01-153 道路 一般 鴨川市 直接 鴨川市 市町村

道

修繕 鴨川市　防災対策事業（

法面・斜面）    

                

        

法面対策、斜面対策 鴨川市  ■  ■          52 未策定

A01-154 道路 一般 木更津市 直接 木更津市 市町村

道

点検 木更津市　修繕計画事業

（舗装・点検・計画策定

）              

                

点検・計画策定 木更津市  ■          15 －

A01-155 道路 一般 木更津市 直接 木更津市 市町村

道

修繕 木更津市　修繕計画事業

（舗装・修繕（表層・表

面処理））      

                

        

修繕 木更津市  ■  ■  ■  ■  ■         120 未策定

A01-156 道路 一般 木更津市 直接 木更津市 市町村

道

修繕 木更津市　修繕計画事業

（舗装・修繕（表層＋基

層））          

                

修繕 木更津市  ■  ■  ■  ■  ■         120 未策定

37 案件番号： 0000010173



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 A01-157 道路 一般 木更津市 直接 木更津市 市町村

道

修繕 木更津市　修繕計画事業

（舗装・修繕（路盤まで

））            

                

修繕 木更津市  ■  ■  ■  ■  ■         130 未策定

A01-158 道路 一般 木更津市 直接 木更津市 市町村

道

修繕 木更津市　修繕計画事業

（法面・ＢＯＸ－Ｃ・案

内標識等・点検・計画策

定・修繕）      

                

        

点検・計画策定・修繕 木更津市  ■  ■  ■  ■  ■          15 未策定

A01-159 道路 一般 木更津市 直接 木更津市 市町村

道

交安 木更津市　ゾーン30整備

事業            

                

ゾーン30整備 木更津市  ■           2 －

A01-160 道路 一般 君津市 直接 君津市 市町村

道

修繕 君津市　修繕計画事業（

舗装・点検・計画策定・

修繕）          

                

点検・計画策定・修繕 君津市  ■  ■  ■  ■  ■          93 未策定

38 案件番号： 0000010173



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 A01-161 道路 一般 君津市 直接 君津市 市町村

道

修繕 君津市　修繕計画事業（

法面・盛土・擁壁等・点

検・計画策定・修繕）

                

                

点検・計画策定・修繕 君津市  ■  ■  ■  ■  ■         139 未策定

A01-162 道路 一般 君津市 直接 君津市 市町村

道

点検 君津市　修繕計画事業（

道路附属物・点検・計画

策定）          

                

点検・計画策定 君津市  ■  ■          26 未策定

A01-163 道路 一般 富津市 直接 富津市 市町村

道

点検 富津市　修繕計画事業（

舗装・点検・計画策定）

                

                

点検・計画策定 富津市  ■  ■  ■          50 未策定

A01-164 道路 一般 富津市 直接 富津市 市町村

道

点検 富津市　修繕計画事業（

法面・点検・計画策定）

                

                

点検・計画策定 富津市  ■  ■  ■          80 未策定

39 案件番号： 0000010173



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 A01-165 道路 一般 富津市 直接 富津市 市町村

道

点検 富津市　修繕計画事業（

道路附属物・点検・計画

策定）          

                

点検・計画策定 富津市  ■  ■          50 未策定

A01-166 道路 一般 富津市 直接 富津市 市町村

道

改築 富津市　市道学校前線

                

                

現道拡幅　L=140m 富津市  ■  ■  ■  ■  ■          45 －

A01-167 道路 一般 袖ケ浦市 直接 袖ヶ浦市 市町村

道

修繕 袖ケ浦市　修繕計画事業

（舗装・点検・計画策定

・修繕）        

                

        

点検・計画策定・修繕 袖ヶ浦市  ■  ■  ■  ■  ■         600 策定済

A01-168 道路 一般 袖ケ浦市 直接 袖ヶ浦市 市町村

道

修繕 袖ケ浦市　修繕計画事業

（法面・盛土・擁壁等・

点検・計画策定・修繕）

                

                

点検・計画策定・修繕 袖ヶ浦市  ■  ■  ■  ■  ■         215 策定済

40 案件番号： 0000010173



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 A01-169 道路 一般 袖ケ浦市 直接 袖ヶ浦市 市町村

道

交安 袖ケ浦市　ゾーン30整備

事業            

                

ゾーン30整備 袖ヶ浦市  ■  ■  ■  ■  ■          20 －

A01-170 道路 一般 市原市 直接 市原市 市町村

道

点検 市原市　修繕計画事業（

舗装・点検・計画策定）

                

                

点検・計画策定 市原市  ■  ■          27 －

A01-171 道路 一般 市原市 直接 市原市 市町村

道

修繕 市原市　修繕計画事業（

舗装・修繕）    

                

        

修繕 市原市  ■  ■  ■  ■  ■         200 未策定

A01-172 道路 一般 市原市 直接 市原市 市町村

道

修繕 市原市　修繕計画事業（

法面・点検・計画策定・

修繕）          

                

点検・計画策定・修繕 市原市  ■  ■  ■  ■  ■         211 未策定

41 案件番号： 0000010173



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 A01-173 道路 一般 市原市 直接 市原市 市町村

道

交安 市原市　市道9号線ほか１

線              

                

視覚障害者誘導標示　L=636m 市原市  ■          29 －

A01-174 道路 一般 市原市 直接 市原市 市町村

道

交安 市原市　道路付属物（道

路冠水警告装置）

                

                

道路冠水警告施設　N=4箇所 市原市  ■  ■  ■          40 －

A01-175 道路 一般 白井市 直接 白井市 市町村

道

交安 白井市　市道00-005号線 歩道整備　L=0.64km 白井市  ■  ■  ■  ■  ■         146 －

 小計      71,174

合計      71,174

42 案件番号： 0000010173



計画の名称 ８．だれもが安心して暮らせる災害に強い千葉県づくり（防災・安全）

計画の期間 平成３０年度～平成３４年度

社会資本総合整備計画（防災・安全交付金）参考図面（１／２）

交付団体

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
,酒井町,栄町,成田市,富里市,芝山町,香取市,神崎町,銚子市,旭市,匝瑳市,
東金市,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,いす市,大多喜町,館山市,南房総市,鴨川市,
木更津市,君津市,富津市,袖ケ浦市,市原市

（様式第３）

A01-001 バイパス

A01-007 バイパス

A01-004 拡幅

A01-002 拡幅
A01-006 拡幅

A01-005 バイパス

A01-003 バイパス

A01-008 拡幅

A01-009 橋梁架替

A01-011 拡幅

A01-010 拡幅



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

A01-012
A01-013
A01-014
A01-015

A01-016

A01-017
A01-018
A01-019
A01-020
A01-021
A01-022
A01-023
A01-024

A01-025
A01-026
A01-027
A01-028
A01-029
A01-030
A01-031
A01-032

A01-033
A01-034
A01-035
A01-036

A01-037
A01-038
A01-039
A01-040
A01-041

A01-042
A01-043
A01-044
A01-045
A01-046

A01-047
A01-048
A01-049
A01-050
A01-051
A01-052
A01-053

A01-054
A01-055
A01-056

A01-057
A01-058
A01-059
A01-060

A01-061
A01-062
A01-063
A01-064

A01-065

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

A01-070
A01-071
A01-072

A01-073
A01-074
A01-075
A01-076
A01-077
A01-078
A01-079
A01-080

A01-081

A01-082
A01-175

A01-083
A01-084

A01-085

A01-086
A01-087
A01-088
A01-089
A01-090

A01-091
A01-092
A01-093

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
A01-110

A01-111
A01-112
A01-113

A01-114
A01-115

A01-116
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
A01-148

A01-149
A01-150
A01-151
A01-152
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

平成３０年度～平成３４年度 交付対象計画の期間

計画の名称

別紙５－２
参考図面　（防災・安全交付金）２／２（市町村事業）

だれもが安心して暮らせる災害に強い千葉県づくり（防災・安全）
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、芝山町、香取市、神崎町、銚子市、旭市、匝瑳市、東金市、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、館山市、南房総市、鴨川市、木更津市、
君津市、富津市、袖ケ浦市、市原市


