
　社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金             平成30年03月30日

計画の名称 移動の円滑化による経済・活力の向上と観光拠点へのアクセス改善等による観光の振興

計画の期間   平成２６年度 ～   平成３０年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 千葉県,八千代市,市川市,船橋市,松戸市,野田市,流山市,鎌ケ谷市,柏市,佐倉市,四街道市,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,銚子市,旭市,匝瑳市,東金市,山武市,大網白里市,横芝光町,茂原市,長柄町,長南

町,勝浦市,いすみ市,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 　交通渋滞の緩和等の道路交通の円滑化や、移動の円滑化を進める諸施策を実施することで、低炭素社会の構築を進めるとともに、地域間の連携強化により経済・活力の向上を図る。

　また、観光拠点へのアクセスを改善する道路の整備や、観光資源の魅力を向上させる諸施策により、観光立県千葉の確立を図る。

　歩道整備や道路改良及び交通安全対策等による道路利用者の安全性や利便性の向上、安全安心なまちづくりによる暮らしやすい生活環境づくりを図る。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）             127,864  Ａ             127,445  Ｂ                   0  Ｃ                  77  Ｄ                 342 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）      0.06 ％

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

1,2(26当初) 3(27当初)  1,2(28末) 3(29当初) 1,2,3(H30末）

   1 高規格幹線道路等のアクセス時間短縮率

走行調査により高規格幹線道路等のアクセス時間を測定し、アクセス時間短縮率を算出する。 0% 2% 20%

（アクセス時間短縮率）= １ － （Σ整備後の所要時間／ Σ整備前の所要時間）

   2 観光入込客数をＨ２４年の１億５,５１０万人からＨ３０までに１．５割増加

千葉県観光入込調査の数値を使用する。 0% 10% 15%

（観光入込客数増加割合）=（評価時の入込客数 － H24当初の入込客数）／ （H24当初の入込客数）

   3 県内全域での交通死傷事故件数を２４，０００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。 27041人 人 24000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 －

※定量的指標の現況値及び目標値の２の当初現況値及び３の中間目標値は設定しない。

1 案件番号： 0000010348



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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）296号　八千代バイ

パス

バイパスL=5.2km 佐倉市　八千代

市

 ■  ■  ■  ■  ■       2,079 －

A01-002 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 国道 改築 （国）409号　富里拡幅 現道拡幅L=1.9km 富里市　成田市  ■  ■  ■  ■  ■       1,892 －

A01-003 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 都道府

県道

改築 （一）夷隅太東線 現道拡幅L=1.0km いすみ市  ■  ■  ■         221 －

A01-004 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 都道府

県道

改築 （主）旭小見川線 現道拡幅L=1.5km 旭市  ■  ■  ■         389 －

A01-005 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 都道府

県道

改築 （主）市原茂原線 バイパスL=5.2km 市原市  ■  ■  ■  ■  ■       1,730 －

A01-006 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 都道府

県道

改築 （主）市原茂原線 バイパス L=2.5km 長柄町  ■  ■  ■  ■  ■       1,434 －

A01-007 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 都道府

県道

改築 （一）茂原環状線 現道拡幅 L=2.9km 茂原市  ■  ■  ■  ■  ■       1,600 －

1 案件番号： 0000010348



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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）成東酒々井線 バイパス L=1.7km 八街市  ■  ■  ■  ■  ■       5,000 －

A01-009 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 S街路 改築 （都）船橋我孫子バイパ

ス線

現道拡幅 L=0.4km 鎌ケ谷市  ■           1 －

A01-010 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 S街路 改築 （都）仁井宿与倉線外１

線

現道拡幅 L=0.4km 香取市  ■           3 －

A01-011 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 S街路 改築 （都）蓮沼海浜公園本須

賀納屋線

バイパス L=4.3km 山武市  ■           0 －

A01-012 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 国道 改築 （国）410号　久留里馬来

田バイパス

バイパス L=12.2km 君津市 袖ケ浦

市

 ■  ■  ■  ■       4,117 －

A01-013 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 都道府

県道

改築 （主）富里酒々井線 現道拡幅 L=2.0km 酒々井町  ■  ■  ■  ■       1,350 －

A01-014 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 国道 改築 （国）356号　篠原拡幅 現道拡幅 L=1.9km 香取市  ■  ■  ■  ■       1,995 －

2 案件番号： 0000010348



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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 改築 （国）356号　小見川東庄

バイパス

バイパス L=8.7km 東庄町 香取市  ■  ■       1,011 －

A01-016 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 国道 改築 （国）128号　富田拡幅 現道拡幅 L=2.2km 大網白里市  ■  ■  ■  ■         859 －

A01-017 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 都道府

県道

改築 （一）天津小湊田原線 バイパスL=0.8㎞ 鴨川市  ■  ■  ■  ■       2,070 －

A01-018 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 都道府

県道

改築 （主）山田台大網白里線 バイパス L=1.3km 大網白里市  ■  ■  ■  ■          39 －

A01-019 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 国道 改築 （国）297号　松野バイパ

ス

バイパス L=3.9km 勝浦市 大多喜

町

 ■  ■       8,175 －

A01-020 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 都道府

県道

改築 （一）君津青堀線 バイパス L=0.4km 富津市  ■  ■  ■  ■         480 －

A01-021 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 都道府

県道

改築 （主）銚子海上線 バイパス L=2.6km 旭市  ■  ■       5,300 －

3 案件番号： 0000010348



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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 A01-022 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 都道府

県道

改築 （主）境杉戸線 バイパス L=1.0km 野田市  ■  ■       1,740 －

A01-023 道路 一般 八千代市 直接 八千代市 市町村

道

改築 神野39号線      

        

道路改良　L=200ｍ       

        

八千代市  ■          50 －

1-A302

A01-024 道路 一般 八千代市 直接 八千代市 市町村

道

改築 島田台平戸線 道路改良　L=540ｍ 八千代市

        

        

 ■  ■         134 －

1-A301

A01-025 道路 一般 市川市 直接 市川市 市町村

道

改築 0233号          

        

現道拡幅　L=300m        

        

市川市  

        

 ■  ■  ■  ■         355 －

1-A401

A01-026 道路 一般 市川市 直接 市川市 市町村

道

改築 市川鬼高線      

                

現道拡幅  L=650m        

        

市川市  

        

 ■  ■  ■  ■       3,707 －

1-A402

A01-027 道路 一般 市川市 直接 市川市 市町村

道

改築 北国分線ほか2線 

                

バイパス  L=400m        

        

市川市  ■  ■  ■  ■       1,815 －

1-A403

4 案件番号： 0000010348



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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 A01-028 道路 一般 市川市 直接 市川市 市町村

道

改築 0117号線        

                

交差点改良              市川市  ■  ■          83 －

1-A404

A01-029 道路 一般 船橋市 直接 船橋市 市町村

道

改築 3・3・7号南本町馬込線

                

        

バイパス　L=1.0km       

        

船橋市  ■  ■  ■  ■       1,055 －

1-A501

A01-030 道路 一般 松戸市 直接 松戸市 市町村

道

改築 (市)8-200号線ほか3路線

                

        

駅前広場等改築　A=3,370㎡

                

松戸市  ■         185 －

1-A701

A01-031 道路 一般 野田市 直接 野田市 市町村

道

改築 堤台柳沢線2工区 

                

バイパス　L＝110m       

        

野田市  

        

 ■  ■  ■  ■         181 －

1-A801

A01-032 道路 一般 野田市 直接 野田市 市町村

道

改築 44006号線       

                

現道拡幅  L=0.12km      

        

野田市  ■         110 －

1-A802

A01-033 道路 一般 野田市 直接 野田市 市町村

道

改築 中野台中根線    

                

現道拡幅  L=0.25km      

        

野田市  ■  ■  ■         999 －

1-A803

5 案件番号： 0000010348



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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 A01-034 道路 一般 野田市 直接 野田市 市町村

道

改築 船形吉春線      

                

バイパス　L=1.1km       

        

野田市  ■  ■  ■         803 －

1-A804

A01-035 道路 一般 流山市 直接 流山市 市町村

道

改築 三輪野山・平和台１号補

助幹線道路      

                

現道拡幅  L=0.04km      

        

流山市  ■  ■  ■  ■         496 －

1-A901

A01-036 道路 一般 流山市 直接 流山市 市町村

道

改築 都市計画道路３・５・２

３号江戸川台駒木線

                

        

道路改良  L=0.05km      

        

流山市  ■  ■          70 －

1-A902

A01-037 道路 一般 鎌ケ谷市 直接 鎌ケ谷市 市町村

道

改築 鎌ケ谷市　市道2230号線 道路新設　L=0.7km 鎌ケ谷市  ■         414 －

A01-038 道路 一般 柏市 直接 柏市 市町村

道

改築 01093号線（箕輪工区） 現道拡幅　L=1800m 柏市  ■         198 －

1-A1101

A01-039 道路 一般 柏市 直接 柏市 市町村

道

改築 01073号線（柏工区） 現道拡幅　L=140m 柏市  ■  ■  ■  ■          26 －

1-A1102

6 案件番号： 0000010348



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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 柏市 直接 柏市 市町村

道

改築 02050号線ほか１路線 現道拡幅　L=270m 柏市  ■  ■  ■  ■          99 －

1-A1103

A01-041 道路 一般 柏市 直接 柏市 市町村

道

改築 01073号線（戸張工区） 現道拡幅　L=120m 柏市  ■  ■  ■          97 －

1-A1104

A01-042 道路 一般 柏市 直接 柏市 市町村

道

改築 30520号線（松ヶ崎） 交差点改良　１箇所 柏市  ■  ■          56 －

1-A1105

A01-043 道路 一般 柏市 直接 柏市 市町村

道

改築 40505号線（新富町） 交差点改良　１箇所 柏市  ■  ■          73 －

1-A1106

A01-044 道路 一般 柏市 直接 柏市 市町村

道

改築 01073号線（戸張工区その

２）

現道拡幅　L=260m 柏市  ■  ■          33 －

1-A1108

A01-045 道路 一般 佐倉市 直接 佐倉市 市町村

道

改築 Ⅰ-35号線 道路改良　L=0.8㎞ 佐倉市  ■  ■  ■  ■         312 －

1-A1301

7 案件番号： 0000010348



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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 A01-046 道路 一般 佐倉市 直接 佐倉市 市町村

道

改築 Ⅰ-23号線 バイパス　L=2.2㎞ 佐倉市  ■  ■  ■  ■       3,910 －

1-A1302

A01-047 道路 一般 佐倉市 直接 佐倉市 市町村

道

改築 Ⅰ-2号線 バイパス　L=0.15㎞ 佐倉市  ■  ■  ■          89 －

1-A1303

A01-048 道路 一般 佐倉市 直接 佐倉市 市町村

道

改築 3-107号線 道路改良　L=1.6㎞ 佐倉市  ■         497 －

1-A1304

A01-049 道路 一般 佐倉市 直接 佐倉市 市町村

道

交安 Ⅰ-42号線 歩道整備　L=2,780m 佐倉市  ■         325 －

1-A1305

A01-050 道路 一般 佐倉市 直接 佐倉市 市町村

道

改築 Ⅱ-31号線 道路改良　L=1.2㎞ 佐倉市  ■  ■  ■         912 －

1-A1306

A01-051 道路 一般 佐倉市 直接 佐倉市 市町村

道

改築 Ⅰ-30号線 バイパス　L=1.4㎞ 佐倉市  ■  ■       2,724 －

1-A1307

8 案件番号： 0000010348



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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 佐倉市 直接 佐倉市 市町村

道

改築 Ⅰ-11号線 道路改良　L=0.1㎞ 佐倉市  ■  ■          20 －

1-A1308

A01-053 道路 一般 四街道市 直接 四街道市 市町村

道

改築 南波左間内黒田線ほか1路

線

道路新設　L=0.28㎞ 四街道市  ■  ■          50 －

1-A1401

A01-054 道路 一般 四街道市 直接 四街道市 市町村

道

改築 吉岡４号線 道路新設　L=0.75km 四街道市  ■          30 －

A01-055 道路 一般 印西市 直接 印西市 市町村

道

改築 18-045号線ほか１路線 駅前広場等新設　A=2,400㎡ 印西市  ■  ■  ■  ■         465 －

1-A1601

A01-056 道路 一般 印西市 直接 印西市 市町村

道

改築 00-026号線ほか１路線 バイパス　L=1.3km 印西市  ■  ■  ■  ■         486 －

1-A1602

A01-057 道路 一般 印西市 直接 印西市 市町村

道

改築 00-122号線 バイパス　L=1.7km 印西市  ■  ■         256 －

1-A1603

9 案件番号： 0000010348



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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 A01-058 道路 一般 白井市 直接 白井市 市町村

道

改築 00-136号線（冨塚地区） 現道拡幅　L=2.10km 白井市  ■  ■  ■  ■         921 －

1-A1701

A01-059 道路 一般 酒々井町 直接 酒々井町 市町村

道

交安 01-004号線ほか２路線 歩道整備　L=1.9km 酒々井町  ■  ■  ■         180 －

1-A1801

A01-060 道路 一般 酒々井町 直接 酒々井町 市町村

道

改築 02-003号線 現道拡幅　L=0.57km 酒々井町  ■  ■  ■  ■         203 －

1-A1802

A01-061 道路 一般 酒々井町 直接 酒々井町 市町村

道

改築 02-012号線 バイパス　L=0.26km 酒々井町  ■  ■  ■  ■         340 －

1-A1803

A01-062 道路 一般 酒々井町 直接 酒々井町 市町村

道

改築 02-018号線 バイパス　L=0.09km 酒々井町  ■  ■  ■  ■         100 －

1-A1804

A01-063 道路 一般 酒々井町 直接 酒々井町 市町村

道

改築 02-006号線ほか2路線 道路改良　L=1.9km 酒々井町  ■  ■  ■  ■         900 －

1-A1805

10 案件番号： 0000010348



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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 A01-064 道路 一般 酒々井町 直接 酒々井町 市町村

道

改築 02-011号線ほか1路線 バイパス　L=0.65km 酒々井町  ■  ■  ■  ■         285 －

1-A1806

A01-065 道路 一般 酒々井町 直接 酒々井町 市町村

道

改築 01-002号線 道路改良　L=0.6km 酒々井町  ■  ■  ■         150 －

1-A1807

A01-066 道路 一般 酒々井町 直接 酒々井町 市町村

道

改築 中川調節池整備 調整池　一基 酒々井町  ■  ■  ■         560 －

1-A1808

A01-067 道路 一般 酒々井町 直接 酒々井町 市町村

道

改築 酒々井ICバスストップ駐

車場

駐車場・バスストップ　A=31

,300m2

酒々井町  ■         600 －

A01-068 道路 一般 栄町 直接 栄町 市町村

道

改築 町道前新田線【１工区】 道路新設　L=260m 栄町  ■  ■         221 －

1-A1901

A01-069 道路 一般 成田市 直接 成田市 市町村

道

改築 十余三荒海線（２工区） 現道拡幅　L=1.45km 成田市  ■  ■  ■  ■         490 －

1-A2001

11 案件番号： 0000010348



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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 A01-070 道路 一般 成田市 直接 成田市 市町村

道

改築 松崎塙下湯川線 バイパス　L=0.17km 成田市  ■  ■         740 －

1-A2002

A01-071 道路 一般 成田市 直接 成田市 市町村

道

改築 赤坂台方線 バイパス　L=0.6km 成田市  ■         220 －

1-A2003

A01-072 道路 一般 成田市 直接 成田市 市町村

道

改築 北羽鳥町田線 橋梁架換　L=0.2km 成田市  ■  ■  ■  ■          39 －

1-A2004

A01-073 道路 一般 成田市 直接 成田市 市町村

道

改築 野毛平小泉線 バイパス　L=2.9km 成田市  ■  ■  ■  ■       1,500 －

1-A2005

A01-074 道路 一般 成田市 直接 成田市 市町村

道

改築 西三里塚大清水線 バイパス　L=2.3km 成田市  ■  ■       3,400 －

1-A2006

A01-075 道路 一般 成田市 直接 成田市 市町村

道

改築 成田神崎線 バイパス　L=0.35km 成田市  ■  ■  ■  ■         320 －

1-A2007

12 案件番号： 0000010348



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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 A01-076 道路 一般 富里市 直接 富里市 市町村

道

改築 01-007号線 現道拡幅　L=1.2km 富里市  ■         760 －

1-A2101

A01-077 道路 一般 富里市 直接 富里市 市町村

道

改築 都市計画道路3･4･20号成

田七栄線外１路線

道路改良　L=1.2km 富里市  ■  ■  ■       1,317 －

1-A2102

A01-078 道路 一般 多古町 直接 多古町 市町村

道

改築 南玉造線 新設道路　L=1.2km 多古町  ■  ■  ■  ■         540 －

1-A2201

A01-079 道路 一般 多古町 直接 多古町 市町村

道

改築 染井・多古台線 道路新設　L=0.35km 多古町  ■  ■         218 －

1-A2202

A01-080 道路 一般 多古町 直接 多古町 市町村

道

改築 多古町町道1004号線 道路新設　L=1.10km 多古町  ■  ■  ■         240 －

1-A2203

A01-081 道路 一般 芝山町 直接 芝山町 市町村

道

改築 01-009号線（駅前1号線Ⅱ

期）

バイパス　L=0.4km 芝山町  ■  ■         510 －

1-A2301

13 案件番号： 0000010348



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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 香取市 直接 香取市 市町村

道

改築 Ⅰ-57号線（旧山田Ⅰ-10

号線）

バイパス　L=2.3km 香取市  ■  ■  ■  ■         366 －

1-A2401

A01-083 道路 一般 香取市 直接 香取市 市町村

道

改築 Ⅰ-2号線 バイパス　L=150m 香取市  ■  ■  ■          92 －

1-A2402

A01-084 道路 一般 神崎町 直接 神崎町 市町村

道

改築 町道毛成堀籠線 現道拡幅　L=469m 神崎町  ■  ■  ■         114 －

1-A2501

A01-085 道路 一般 神崎町 直接 神崎町 市町村

道

改築 町道神宿松崎線 現道拡幅　L=791m 神崎町  ■  ■          20 －

1-A2502

A01-086 道路 一般 神崎町 直接 神崎町 市町村

道

改築 町道成田神崎線 バイパス　L=1.19km 神崎町  ■  ■  ■  ■         301 －

1-A2503

A01-087 道路 一般 神崎町 直接 神崎町 市町村

道

改築 新町松崎線 バイパス　L=0.67km 神崎町  ■          26 －

1-A2504

14 案件番号： 0000010348



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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 A01-088 道路 一般 銚子市 直接 銚子市 市町村

道

改築 30297号線 現道拡幅　L=1.546km 銚子市  ■         173 －

1-A2701

A01-089 道路 一般 旭市 直接 旭市 市町村

道

改築 1ｰ061号線 バイパス　L=1.08km 旭市  ■  ■  ■         415 －

1-A2801　旭市圏域定住自立圏

A01-090 道路 一般 旭市 直接 旭市 市町村

道

改築 1ｰ058号線 バイパス　L=2.3km 旭市  ■  ■  ■  ■         650 －

1-A2802　旭市圏域定住自立圏

A01-091 道路 一般 旭市 直接 旭市 市町村

道

改築 1ｰ060号線 バイパス　L=2.35km 旭市  ■  ■  ■  ■       2,108 －

1-A2803　旭市圏域定住自立圏

A01-092 道路 一般 旭市 直接 旭市 市町村

道

改築 道の駅情報提供施設強化

事業

情報施設 旭市  ■           1 －

1-A2804　旭市圏域定住自立圏

A01-093 道路 一般 匝瑳市 直接 匝瑳市 市町村

道

改築 市道108号線 現道拡幅　L=0.26km 匝瑳市  ■  ■  ■  ■          60 －

1-A2901

15 案件番号： 0000010348



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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 匝瑳市 直接 匝瑳市 市町村

道

改築 市道12162号線 現道拡幅　L=0.54km 匝瑳市  ■  ■  ■  ■          68 －

1-A2902

A01-095 道路 一般 匝瑳市 直接 匝瑳市 市町村

道

改築 市道9182号線 現道拡幅　L=1.37km 匝瑳市  ■  ■  ■  ■         206 －

1-A2903

A01-096 道路 一般 東金市 直接 東金市 市町村

道

改築 市道0152号線 バイパス　L=0.62km 東金市  ■  ■  ■  ■         780 －

1-A3001

A01-097 道路 一般 東金市 直接 東金市 市町村

道

改築 市道0151号線 バイパス　L=0.66km 東金市  ■  ■  ■         370 －

1-A3002

A01-098 道路 一般 東金市 直接 東金市 市町村

道

改築 市道0117号線 現道拡幅　L=2.70km 東金市  ■  ■         906 －

1-A3003

A01-099 道路 一般 山武市 直接 山武市 市町村

道

改築 成東259号線 現道拡幅　L=1200m 山武市  ■  ■  ■  ■         600 －

1-A3101

16 案件番号： 0000010348



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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 A01-100 道路 一般 大網白里

市

直接 大網白里市 市町村

道

改築 道路標識設置工事 道路標識設置 大網白里市  ■          32 －

A01-101 道路 一般 横芝光町 直接 横芝光町 市町村

道

改築 町道Ⅰｰ18号線 現道拡幅　L=0.92km 横芝光町  ■  ■  ■  ■         300 －

1-A3401

A01-102 道路 一般 横芝光町 直接 横芝光町 市町村

道

改築 町道Ⅰｰ13号線 現道拡幅　L=0.12km 横芝光町  ■  ■  ■  ■          50 －

1-A3402

A01-103 道路 一般 横芝光町 直接 横芝光町 市町村

道

改築 町道Ⅰｰ7号線 現道拡幅　L=1.45km 横芝光町  ■  ■  ■  ■         500 －

1-A3403

A01-104 道路 一般 横芝光町 直接 横芝光町 市町村

道

改築 町道Ⅰｰ14号線(1工区) 現道拡幅　L=1.18km 横芝光町  ■  ■  ■  ■         500 －

1-A3404

A01-105 道路 一般 横芝光町 直接 横芝光町 市町村

道

改築 Ⅰｰ14号線(2工区) 現道拡幅　L=0.1km 横芝光町  ■  ■  ■          60 －

1-A3405

17 案件番号： 0000010348



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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 横芝光町 直接 横芝光町 市町村

道

改築 Ⅰｰ8号線ほか 現道拡幅　L=0.79km 横芝光町  ■         440 －

1-A3406

A01-107 道路 一般 横芝光町 直接 横芝光町 市町村

道

改築 町道Ⅰｰ10号線 現道拡幅　L=1.0km 横芝光町  ■  ■         200 －

1-A3407

A01-108 道路 一般 茂原市 直接 茂原市 市町村

道

改築 （仮称）茂原長柄ｽﾏｰﾄｲﾝﾀ

ｰﾁｪﾝｼﾞ

標識設置 茂原市  ■          25 －

A01-109 道路 一般 長柄町 直接 長柄町 市町村

道

改築 町道3033号線 現道拡幅　L=2.35km 長柄町  ■  ■  ■  ■         599 －

1-A4001

A01-110 道路 一般 長南町 直接 長南町 市町村

道

改築 千田20号線 現道拡幅　L=0.4km 長南町  ■         170 －

1-A4101

A01-111 道路 一般 勝浦市 直接 勝浦市 市町村

道

改築 川崎奥之原線 現道拡幅　L=0.53km 勝浦市  ■  ■  ■         100 －

1-A4201

18 案件番号： 0000010348



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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 A01-112 道路 一般 勝浦市 直接 勝浦市 市町村

道

改築 勝浦荒川線 現道拡幅　L=0.47km 勝浦市  ■  ■  ■         100 －

1-A4202

A01-113 道路 一般 いすみ市 直接 いすみ市 市町村

道

改築 5204号線 現道拡幅　L=1.4km いすみ市  ■  ■  ■  ■         229 －

1-A4301

A01-114 道路 一般 いすみ市 直接 いすみ市 市町村

道

改築 (1)0145号線(若潮橋) 橋梁架替　L=0.05km いすみ市  ■  ■  ■  ■         200 －

1-A4302

A01-115 道路 一般 いすみ市 直接 いすみ市 市町村

道

改築 2389号線 現道拡幅　L=0.6km いすみ市  ■  ■  ■  ■         600 －

1-A4303

A01-116 道路 一般 いすみ市 直接 いすみ市 市町村

道

改築 (1)0104号線 現道拡幅　L=1.0km いすみ市  ■  ■  ■         100 －

1-A4304

A01-117 道路 一般 いすみ市 直接 いすみ市 市町村

道

改築 （仮称）3732号線 バイパス　L=0.22km いすみ市  ■  ■  ■         200 －

1-A4305

19 案件番号： 0000010348



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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 館山市 直接 館山市 市町村

道

改築 8043号線ほか1線 現道拡幅　L=0.41km 館山市  ■  ■  ■  ■         150 －

1-A4601

A01-119 道路 一般 館山市 直接 館山市 市町村

道

改築 3017号線ほか3線 交差点改良 館山市  ■  ■  ■  ■          81 －

1-A4602

A01-120 道路 一般 南房総市 直接 南房総市 市町村

道

改築 和田8号線　駐車場整備 駐車場整備　A=2,800㎡ 南房総市  ■  ■          34 －

1-A4701

A01-121 道路 一般 南房総市 直接 南房総市 市町村

道

改築 富山1号線 現道拡幅　L=0.17km 南房総市  ■          35 －

1-A4702

A01-122 道路 一般 南房総市 直接 南房総市 市町村

道

改築 白浜バスターミナル（交

通結節点整備）

駐車場整備、待合室設置 南房総市  ■  ■          29 －

1-A4703

A01-123 道路 一般 南房総市 直接 南房総市 市町村

道

改築 千倉29号線 改築（道路新設） 南房総市  ■  ■         100 －

1-A4704

20 案件番号： 0000010348



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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 A01-124 道路 一般 鴨川市 直接 鴨川市 市町村

道

改築 貝渚大里線 交差点改良・道路新設　L=2.

10km

鴨川市  ■  ■  ■  ■         413 －

1-A4901

A01-125 道路 一般 木更津市 直接 木更津市 市町村

道

改築 中野畑沢線（桜井工区） バイパス　L=590m 木更津市  ■  ■  ■  ■         800 －

1-A5001

A01-126 道路 一般 木更津市 直接 木更津市 市町村

道

改築 (1)101ｰ2号線ほか2路線（

畔戸工区）

現道拡幅　L=1.00km 木更津市  ■  ■  ■  ■         200 －

1-A5002

A01-127 道路 一般 君津市 直接 君津市 市町村

道

改築 6号環線 現道拡幅　L=150m 君津市  ■  ■          34 －

1-A5101

A01-128 道路 一般 君津市 直接 君津市 市町村

道

改築 小山野・山高原線 現道拡幅　L=770m 君津市  ■  ■  ■  ■         109 －

1-A5102

A01-129 道路 一般 君津市 直接 君津市 市町村

道

改築 上湯江、和田ノ上線 現道拡幅　L=400m 君津市  ■  ■  ■  ■          43 －

1-A5103

21 案件番号： 0000010348



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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 君津市 直接 君津市 市町村

道

改築 大手内後楽線 現道拡幅　L=290m 君津市  ■  ■  ■  ■          28 －

1-A5104

A01-131 道路 一般 君津市 直接 君津市 市町村

道

改築 末吉、竹ノ内線 現道拡幅　L=190m 君津市  ■  ■  ■  ■          32 －

1-A5105

A01-132 道路 一般 君津市 直接 君津市 市町村

道

改築 浦田、宮ノ台線 現道拡幅　L=200m 君津市  ■  ■  ■  ■          24 －

1-A5106

A01-133 道路 一般 君津市 直接 君津市 市町村

道

改築 笹、椴山線 現道拡幅　L=220m 君津市  ■  ■  ■  ■          22 －

1-A5107

A01-134 道路 一般 君津市 直接 君津市 市町村

道

改築 人見、干潟線 現道拡幅　L=185m 君津市  ■  ■          41 －

1-A5108

A01-135 道路 一般 君津市 直接 君津市 市町村

道

改築 愛宕、谷線 現道拡幅　L=50m 君津市  ■  ■           5 －

1-A5109

22 案件番号： 0000010348



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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 A01-136 道路 一般 君津市 直接 君津市 市町村

道

改築 1号幹線15号支線 現道拡幅　L=230m 君津市  ■  ■  ■  ■          35 －

1-A5110

A01-137 道路 一般 君津市 直接 君津市 市町村

道

改築 八重原線 バイパス　L=540m 君津市  ■  ■  ■  ■         225 －

1-A5111

A01-138 道路 一般 君津市 直接 君津市 市町村

道

改築 山滝野・大坂線 国道410号BPに伴う付替道路

整備　L=550m

君津市  ■  ■  ■          55 －

1-A5112

A01-139 道路 一般 君津市 直接 君津市 市町村

道

改築 2号幹線5号支線 現道拡幅　L=0.22km 君津市  ■  ■  ■          35 －

1-A5113

A01-140 道路 一般 君津市 直接 君津市 市町村

道

改築 支線1号 バイパス　L=310m 君津市  ■          15 －

A01-141 道路 一般 富津市 直接 富津市 市町村

道

改築 市道浅間山線 バイパス　L=1.8km 富津市  ■  ■  ■  ■         382 －

1-A5201

23 案件番号： 0000010348



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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 A01-142 道路 一般 富津市 直接 富津市 市町村

道

改築 バスストップ駐車場 駐車場整備　A=7,000㎡ 富津市  ■  ■  ■  ■         774 －

1-A5202

A01-143 道路 一般 富津市 直接 富津市 市町村

道

改築 市道山王下飯野線 バイパス　L=1.3km 富津市  ■  ■         500 －

1-A5203

A01-144 道路 一般 富津市 直接 富津市 市町村

道

改築 市道下飯野線 バイパス　L=1.87km 富津市  ■  ■         496 －

1-A5204

A01-145 道路 一般 袖ケ浦市 直接 袖ケ浦市 市町村

道

改築 市道三箇横田線ほか3線 現道拡幅　L=0.94km 袖ケ浦市  ■  ■  ■  ■         434 －

1-A5301

A01-146 道路 一般 袖ケ浦市 直接 袖ケ浦市 市町村

道

改築 市道川原井林線ほか1線 現道拡幅　L=0.69km 袖ケ浦市  ■  ■  ■  ■         175 －

1-A5302

A01-147 道路 一般 袖ケ浦市 直接 袖ケ浦市 市町村

道

改築 奈良輪1号線ほか（高須箕

和田線周辺地区）

現道拡幅　L=0.2km 袖ケ浦市  ■          60 －

1-A5303

24 案件番号： 0000010348



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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 A01-148 道路 一般 袖ケ浦市 直接 袖ケ浦市 市町村

道

改築 市道西内河高須線 現道拡幅　L=0.05km 袖ケ浦市  ■  ■  ■          18 －

1-A5304

A01-149 道路 一般 袖ケ浦市 直接 袖ケ浦市 市町村

道

改築 高須箕和田線南袖工区 道路改良　L=0.45km 袖ケ浦市  ■  ■       1,380 －

1-A5305

A01-150 道路 一般 袖ケ浦市 直接 袖ケ浦市 市町村

道

改築 市道三箇横田線【２工区

】

道路拡幅　L=1.16km 袖ケ浦市  ■         463 －

A01-151 道路 一般 市原市 直接 市原市 市町村

道

改築 2922号線 道路新設　L=400m 市原市  ■         157 －

1-A5401

A01-152 道路 一般 市原市 直接 市原市 市町村

道

改築 3469号線 交差点改良 市原市  ■          38 －

1-A5402

A01-153 道路 一般 市原市 直接 市原市 市町村

道

改築 7253号線 道路新設　L=354m 市原市  ■  ■         162 －

1-A5403

25 案件番号： 0000010348



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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 A01-154 道路 一般 市原市 直接 市原市 市町村

道

交安 12号線 電線共同溝　L=0.52km 市原市  ■  ■  ■         153 －

1-A5404

A01-155 道路 一般 市原市 直接 市原市 市町村

道

交安 五井駅東西駅前広場改修

事業

駅前広場改修　A=14,100㎡ 市原市  ■  ■  ■         472 －

1-A5405

A01-156 道路 一般 市原市 直接 市原市 市町村

道

改築 13号線 バイパス　L=2350m 市原市  ■  ■         997 －

1-A5406

A01-157 道路 一般 市原市 直接 市原市 市町村

道

改築 49号線 バイパス　L=2340m 市原市  ■  ■  ■         548 －

1-A5407

A01-158 道路 一般 市原市 直接 市原市 市町村

道

改築 市道18号線（姉崎工区） バイパス　L=200m 市原市  ■  ■  ■         300 －

1-A5408

A01-159 道路 一般 市原市 直接 市原市 市町村

道

改築 3587号線 交差点改良　L=260m 市原市  ■          84 －

1-A5409

26 案件番号： 0000010348



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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 A01-160 道路 一般 柏市 直接 柏市 市町村

道

改築 01153号線（泉工区） 現道拡幅　L=500m 柏市  ■         128 －

A01-161 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 都道府

県道

改築 （主）富里酒々井線 現道拡幅　L=0.4km 八街市  ■         400 －

A01-162 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 都道府

県道

改築 （主）千葉鴨川線 バイパスL=1.6km 袖ケ浦市  ■       2,286 －

A01-163 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 都道府

県道

改築 （一）君津大貫線 バイパス　L=1.6km 富津市  ■         430 －

A01-164 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 バイパス　L=0.7km 市原市  ■         654 －

A01-165 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 国道 改築 （国）465号　苅谷・新田

野バイパス

バイパス　L=5.3km いすみ市  ■       3,900 －

A01-166 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 国道 改築 （国）126号　八木拡幅 現道拡幅　L=5.7km 銚子市　旭市  ■       3,700 －

27 案件番号： 0000010348



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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 千葉県 直接 千葉県 国道 改築 （国）356号　銚子バイパ

ス

バイパス　L=8.3km 銚子市  ■       5,200 －

A01-168 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 都道府

県道

改築 （主）成田松尾線　千代

田Ⅱ期

バイパス　L=1.4km 芝山町  ■       5,150 －

A01-169 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 都道府

県道

改築 （主）成田松尾線　千代

田Ⅲ期

バイパス　L=0.9km 芝山町  ■       1,500 －

A01-170 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 都道府

県道

改築 （主）成田松尾線　千代

田Ⅳ期

現道拡幅　L=3.0km 成田市　芝山町  ■         500 －

A01-171 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 国道 改築 （国）296号　大里拡幅 現道拡幅　L=1.8km 多古町　芝山町  ■       1,800 －

A01-172 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 都道府

県道

改築 （主）市川浦安線　行徳

橋

現道拡幅　L=0.7km 市川市  ■       2,644 －

 小計     127,445

28 案件番号： 0000010348



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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     127,445

29 案件番号： 0000010348



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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 南房総市 直接 南房総市 市町村

道

改築 ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ・待合室の整備 駐車場整備　A=2800㎡、待合

室1棟

南房総市  ■  ■          47 －

千倉29号線の道路新設事業（A01-123）の実施とあわせて、バスターミナル・待合室を整備することで、交通結節点における移動の快適性の向上を図る。

1-C4701

C01-002 道路 一般 南房総市 直接 南房総市 市町村

道

改築 うるおいの里整備事業 トイレ休憩施設・遊歩道等の

整備

南房総市  ■  ■          19 －

和田8号線の駐車場整備事業（A01-120）の実施とあわせて、年間多くのウォーカーが訪れる「花道街道」の駐車場・遊歩道整備を行い、観光の振興を図る。

1-C4702

C01-003 道路 一般 鴨川市 直接 鴨川市 市町村

道

改築 公園の整備 駐車場及びトイレの整備 鴨川市  ■          11 －

市道貝渚大里線改良工事(A01-124)の実施とあわせて、魚見塚一戦場公園の駐車場及びトイレを整備することで、観光の振興を図るとともに、災害発生時には高台の立地を活かした避難場所と

1-C4901

C01-004 道路 一般 富津市 直接 富津市 市町村

道

改築 (仮称)浅間山バスストッ

プ

高速バスストップ整備 富津市  ■  ■           0 －

市道浅間山線(A01-141)と併せて整備する事により首都圏へのパークアンドランドを形成し、通勤・通学圏域の拡大、及び観光客の流入による市南部地域の観光振興の拡大を図る。

1-C5201

 小計          77

合計          77

1 案件番号： 0000010348



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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 長南町 － － 地籍調査（4工区・長南Ⅱ

、千田）

面積　2.84km2 長南町  ■  ■         200 －

千田20号線（A01-110）に先行して、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。

D17-002 地籍整備 一般 千葉県 間接 君津市 － － 地籍調査（三直Ⅰ地区） 面積　0.58km2 君津市  ■          53 －

八重原線（A01-137）に先行して、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。

D17-003 地籍整備 一般 千葉県 間接 君津市 － － 地籍調査（常代地区） 面積　0.65km2 君津市  ■  ■          89 －

八重原線（A01-137）に先行して、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         342

合計         342

1 案件番号： 0000010348



交付金の執行状況
（単位：百万円）

未契約繰越＋不用率が10％を超えて
いる場合その理由

未契約繰越＋不用率
(i = (g+h)/(c+d)）

5.1% 7.6% 4.1% 1.4%

不用額
（h = c+d-e-f）

2 0 0 0

うち未契約繰越額
（g）

15 18 77 28

翌年度繰越額
（f）

39 79 652 486

支払済額
（e）

298 166 1,243 1,470

前年度からの繰越額
（d）

149 38 79 652

交付額
（c=a+b）

191 206 1,816 1,304

計画別流用
増△減額
（b）

0 0 △ 82 0

H30

配分額
（a）

191

H26 H27 H28 H29

206 1,898 1,304



計画の名称 １．移動の円滑化による経済・活力の向上と観光拠点へのアクセス改善等による観光の振興

計画の期間 平成２６年度～平成３０年度

社会資本総合整備計画（道路事業）参考図面（１／２）

交付団体
千葉県,八千代市,市川市,船橋市,松戸市,野田市,流山市,鎌ケ谷市,柏市,佐倉市,四街道市,
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,銚子市,旭
市,匝瑳市,東金市,山武市,大網白里市,横芝光町,茂原市,長柄町,長南町,勝浦市,いすみ市,
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８）

A01-008 バイパス

A01-001 バイパス

A01-006 バイパス

A01-005 バイパス

A01-002 拡幅

A01-004 拡幅

A01-003 拡幅

A01-163 バイパス

A01-009 街路

A01-010 街路

A01-011 街路

A01-012 バイパス

A01-013 拡幅

A01-017 バイパス

A01-014 拡幅

A01-015 バイパス

A01-016 拡幅

A01-018 バイパス

A01-019 バイパス

A01-020 バイパス

A01-22バイパス

A01-160 拡幅

A01-161 バイパス

A01-162 バイパス

A01-007 拡幅

A01-164 バイパス

A01-021 バイパス

A01-165 拡幅

A01-166 バイパスA01-167 バイパス

A01-168 バイパス

A01-169 拡幅

A01-170  拡幅

A01-172 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

A01-052

A01-057

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

A01-024
A01-023

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
A01-160

A01-045
A01-046
A01-047
A01-048

A01-049
A01-050
A01-051
A01-052

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
A01-080A01-081

A01-082
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
D17-002
D17-003

D17-001

C01-001
C01-002

C01-003

C01-004

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

A01-053
A01-054

交付対象計画の期間

計画の名称

別紙５－２

移動の円滑化による経済・活力の向上と観光拠点へのアクセス改善等による観光の振興

平成２６年度～平成３０年度

参考図面　（社会資本整備総合交付金）２／２（市町村事業）

千葉県、八千代市、市川市、船橋市、松戸市、野田市、流山市、鎌ケ谷市、柏市、佐倉市、四街道市、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、銚子市、旭市、匝瑳市、東金市、山武市、大網白里市、
横芝光町、茂原市、長柄町、長南町、勝浦市、いすみ市、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


