
　社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金             平成29年03月16日

計画の名称 千葉茨城交流圏域における観光振興による広域的地域活性化

計画の期間   平成２９年度 ～   平成３３年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 千葉県

計画の目標 　千葉県及び茨城県においては、成田国際空港や茨城空港を活用したインバウンド観光の推進、及び首都圏や国内線の就航先を中心とした国内誘客の促進に取り組んでおり、その効果を千葉茨城交流圏域（千葉県東葛地域・北総地域・東総

地域・南房総地域、茨城県南地域・鹿行地域）に広げるため、現在整備が進められている圏央道や東関東自動車道水戸線などの高規格幹線道路を活かした観光ルートを形成することにより、広域的地域における旅行消費の拡大、地域の雇用

機会の創出につなげ、地域活性化を図る。さらに、人口減少や高齢化に対応した「コンパクト＋ネットワーク」の形成を図るため、より利用しやすい観光ルートを形成し、持続可能な都市構造の実現にも寄与する。

　南房総半島地域における観光地アクセスを向上することにより、観光振興による半島の自立的発展・活性化を図る。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               4,223  Ａ               4,223  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

（H27末） （H31末） （H33末）

   1 【千葉県・茨城県 共通目標】 成田国際空港及び茨城空港の旅客者数を910百万人（H27年度）から1,110百万人（H33）に増加

【千葉県・茨城県 共通目標】 成田国際空港及び茨城空港の旅客者数 910百万人 1040百万人 1110百万人

（旅客数の増加割合）＝（評価時点の旅客数 － H27の年間旅客数）／（H27年間旅客数）

   2 【千葉県 通常目標】 千葉県東葛地域・北総地域・東総地域・南房総地域における観光客数を3,843千人（H27）から4,037千人（H33）に増加

【千葉県 通常目標】 千葉県東葛地域・北総地域・東総地域・南房総地域における観光客数 3843千人 3972千人 4037千人

（観光客の増加割合）＝（評価時点の観光客数 － H27の年間観光客数）／（H27年間観光客数）

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 －

【評価の実施予定】　中間：平成32年10月予定　事後：平成34年10月予定

1 案件番号： 0000003530



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 H29 H30 H31 H32 H33 （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

広域連携事業 A11-001 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 国道 改良 （国）３５６号　我孫子

バイパス

バイパス L=0.8km 我孫子市  ■  ■  ■  ■  ■         530 －

1-A1-9

A11-002 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 国道 改良 （国）３５６号　安食バ

イパス

バイパス L=0.3km 印旛郡栄町  ■  ■  ■  ■  ■         393 －

1-A1-10

A11-003 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 国道 改良 （国）３５６号　小見川

東庄バイパス

バイパス L=4.0km 香取郡東庄町  ■  ■  ■  ■  ■         972 －

1-A1-11

A11-004 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 都道府

県道

改良 （主）船橋我孫子線　柏

市大島田

バイパス L=0.4km 柏市  ■  ■  ■  ■         740 －

1-A1-12

A11-005 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 都道府

県道

改良 （主）多古山田線　多古

町南玉造

現道拡幅 L=0.4km 香取郡多古町  ■  ■          79 －

1-A1-13

A11-006 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 都道府

県道

改良 （主）成田小見川鹿島港

線　香取市沢

バイパス L=1.0km 香取市  ■         280 －

1-A1-14

1 案件番号： 0000003530



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 H29 H30 H31 H32 H33 （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

広域連携事業 A11-007 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 都道府

県道

改良 （一）下総橘停車場東城

線　東庄町新宿

バイパス L=1.0km 香取郡東庄町  ■  ■  ■         880 －

1-A1-15

A11-008 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 都道府

県道

改良 （一）愛宕山公園線　銚

子市天王台

バイパス L=0.9km 銚子市  ■  ■  ■  ■         125 －

1-A1-16

A11-009 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 都道府

県道

改良 （主）旭小見川線　旭市

清和甲

バイパス L=0.3km 旭市  ■  ■  ■         214 －

1-A1-17

A11-010 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 － － 千葉茨城交流圏広域観光

推進事業

パンフレットの作成　等 -  ■          10 －

1-A1-18

 小計       4,223

合計       4,223

2 案件番号： 0000003530



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

H29

配分額 (a)                       0

計画別流用増△減額 (b)                       0

交付額 (c=a+b)                       0

前年度からの繰越額 (d)                       0

支払済額 (e)                       0

翌年度繰越額 (f)                       0

うち未契約繰越額(g)                       0

不用額 (h = c+d-e-f)                       0

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))                       0

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

1 案件番号： 0000003530



（連携内容）広域観光ルート形成のため、空港、ＩＣ、鉄道駅から拠点施設へアクセスする道路の整備を行うとともに、千葉県、茨城県と共同で観光ＰＲを実施する。

（進め方）既存の連絡協議会（千葉県・茨城県道路主管課長会議）において、両県の取り組み状況に関する情報交換を行い、今後の事業の進め方に反映させる。

①

②

・千葉茨城交流圏域における観光振興による広域的地域活性化（重点計画）の交付対象事業（事業主体：千葉県　事業期間：平成29年度～33年度、別紙：千葉茨城交流圏域における観光振興による広域的地域活性化（重点計画）　参照）

・千葉茨城交流圏域における観光振興による広域的地域活性化の交付対象事業（事業主体：茨城県　事業期間：平成29年度～33年度）

・圏央道（大栄ＪＣＴ～松尾横芝ＩＣ）（事業主体：国土交通省、東日本高速道路(株)、事業期間：平成20年～）

・東関東自動車道千葉富津線（木更津南ＪＣＴ～富津竹岡ＩＣ）（事業主体：東日本高速道路(株)、事業期間：平成24年～）

・東関東自動車道水戸線（潮来ＩＣ～鉾田ＩＣ）（事業主体：国土交通省、事業期間：平成21年～）

・東関東自動車道水戸線（鉾田ＩＣ～茨城町ＪＣＴ）（事業主体：東日本高速道路(株)、事業期間：平成平成16年～）

　　整備方針 　　整備方針に合致する主な事業

拠点施設・重点地区

【拠点施設】手賀沼親水広場、小林牧場、犬吠埼灯台、ウオッセ２１、道の駅　多古、道の駅　くりもと、東庄県民の森、道の駅　季楽里あさひ

関係県との連携の内容、進め方

　　事業概要

拠点施設へのアクセス時間を短縮させ、周遊効率性を高める （基）現道拡幅1箇所、ＢＰ整備8箇所

基幹事業と一体となってその効果を一層高める広報活動を展開する （基）千葉茨城交流圏広域観光推進事業

（参考）交付対象事業に関連して実施される主な事業




