
　社会資本総合整備計画 防災・安全交付金             令和01年08月22日

計画の名称 千葉県における安全・安心・にぎわいのある港湾・海岸の整備（防災・安全）

計画の期間   平成２７年度 ～   平成３１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 ・県内港湾の施設整備や長寿命化対策を実施し、物流機能の拡充・強化を図り、安全で使いやすい施設を提供することにより、港湾利用者の利便性の向上、住民の憩いの場など、魅力ある港湾空間を形成し、

産業・地域の振興並びに地域経済の活性化を図ることを目的とする。

・高潮・津波等による被害を防止するため、海岸保全施設の整備を推進し、安全・安心な県民生活の確保を図る。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               8,343  Ａ               8,343  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 H31

   1 ・老朽化する港湾施設の改良、改修を図ることにより、物流機能の拡充強化及び港湾利用者の安全で使いやすい施設を提供する。（改良率100％）

１．老朽化施設の改良率（老朽化した施設の早期に改良が必要な部位についての改良率） 0％ ％ 100％

改良完了施設数/早期改良が必要な施設数

   2 ・長寿命化計画に準じて計画的な施設維持管理を図る。

２．長寿命化計画の達成率（長寿命化計画において平成31年度までに対策が必要とされている施設についての達成率） 0％ ％ 100％

対策完了施設数/対策が必要な施設数

   3 ・海岸保全基本計画（平成25年11月変更）に基づき、早期に防護水準の確保を図る。・機能が低下している水門、排水機場及び護岸等の海岸保全施設を整備することにより、高潮等からの浸水被害を防止する。

３．浸水防護面積の達成率（整備完了をもって、浸水防護が発現するため、護岸等の整備率を換算） 1572ha ha 1710ha

浸水防護対象面積×整備済延長/整備全体延長

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

千葉県国土強靭化地域計画に基づき実施される要素事業：（海岸事業）5-A3-2･4･8･9･10･13（港湾事業）1-A2-2~94のうち1-A2-16･37･44･87･94を除く全て

1 案件番号： 0000132199



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 H27 H28 H29 H30 H31 （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

海岸事業 A09-001 海岸 一般 千葉県 直接 千葉県 高潮 港湾 千葉港海岸（中央地区）

高潮対策事業

胸壁1100m、陸閘3基、水門4

基

千葉市  ■  ■  ■  ■  ■         566 －

5-A3-1

A09-002 海岸 一般 千葉県 直接 千葉県 高潮 港湾 千葉港海岸（船橋地区）

高潮対策事業

護岸20m、水門1基、排水機場

1基

船橋市  ■  ■  ■  ■  ■         550 －

5-A3-2

A09-003 海岸 一般 千葉県 直接 千葉県 高潮 港湾 千葉港海岸（市原地区）

高潮対策事業

水門1基 市原市  ■         216 －

5-A3-3

A09-004 海岸 一般 千葉県 直接 千葉県 高潮 港湾 木更津港海岸（木更津地

区）高潮対策事業

胸壁・護岸1900m、陸閘11基

、水門1基、排水機場1基

木更津市  ■  ■  ■  ■  ■         865 －

5-A3-4

A09-005 海岸 一般 千葉県 直接 千葉県 環境 港湾 館山港海岸（館山地区）

海岸環境整備事業

護岸1000m、照明21基 館山市  ■         100 －

5-A3-6

A09-006 海岸 一般 千葉県 直接 千葉県 環境 港湾 名洗港海岸海岸環境整備

事業

護岸360m 銚子市  ■  ■  ■  ■  ■          88 －

5-A3-7

1 案件番号： 0000132199



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 H27 H28 H29 H30 H31 （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

海岸事業 A09-007 海岸 一般 千葉県 直接 千葉県 老朽化 港湾 千葉港海岸（市原地区）

海岸堤防等老朽化対策緊

急事業

排水機場2基 市原市  ■  ■  ■  ■  ■         707 策定済

5-A3-8

A09-008 海岸 一般 千葉県 直接 千葉県 老朽化 港湾 千葉港海岸（中央、寒川

地区）海岸堤防等老朽化

対策緊急事業

排水機場1基、堤防57m 千葉市  ■  ■  ■  ■  ■         132 策定済

5-A3-9

A09-009 海岸 一般 千葉県 直接 千葉県 老朽化 港湾 木更津港海岸（木更津地

区）海岸堤防等老朽化対

策緊急事業

排水機場1基、水門1基、護岸

300m

木更津市  ■  ■  ■  ■  ■         355 策定済

5-A3-10

A09-010 海岸 一般 千葉県 直接 千葉県 津高 港湾 千葉港海岸（船橋地区）

津波・高潮危機管理対策

緊急事業

水門3基、排水機場3基 船橋市  ■  ■  ■  ■  ■       1,186 －

5-A3-11

A09-011 海岸 一般 千葉県 直接 千葉県 高潮 港湾 館山港海岸（館山地区）

高潮対策事業

詳細設計、胸壁・護岸650m 館山市  ■         217 －

5-A3-12

2 案件番号： 0000132199



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 H27 H28 H29 H30 H31 （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

海岸事業 A09-012 海岸 一般 千葉県 直接 千葉県 高潮 港湾 名洗港海岸高潮対策事業 詳細設計、胸壁・堤防・護岸

530m

銚子市  ■  ■  ■  ■  ■         310 －

5-A3-13

A09-013 海岸 一般 千葉県 直接 千葉県 高潮 港湾 興津港海岸高潮対策事業 詳細設計、胸壁・護岸930m 勝浦市  ■         167 －

5-A3-14

A09-014 海岸 一般 千葉県 直接 千葉県 老朽化 港湾 千葉港海岸（中央地区）

海岸堤防等老朽化対策緊

急事業

排水機場1基 千葉市  ■         329 策定済

5-A3-15

 小計       5,788

港湾事業 A02-015 港湾 一般 千葉県 直接 千葉県 拠点 改良 物揚場（－４．０ｍ）（

改良）（２）

Ｌ＝３８０ｍ　電気・被覆防

食、エプロン、防舷材

千葉港・千葉中

央地区

 ■          69 策定済

１－Ａ２－５３

A02-016 港湾 一般 千葉県 直接 千葉県 拠点 改良 物揚場（－４．０ｍ）（

改良）（３）

Ｌ＝４００ｍ　電気防食、防

舷材

千葉港・千葉中

央地区

 ■  ■          42 策定済

１－Ａ２－５４

A02-017 港湾 一般 千葉県 直接 千葉県 重要 改良 物揚場（－４．０ｍ）（

改良）

Ｌ＝３６０ｍ　電気防食、防

舷材

木更津港・木更

津南部地区

 ■          33 策定済

１－Ａ２－５８

3 案件番号： 0000132199



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 H27 H28 H29 H30 H31 （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

港湾事業 A02-018 港湾 一般 千葉県 直接 千葉県 地方 改良 物揚場（－４．０ｍ）（

改良）

Ｌ＝１３３ｍ　エプロン舗装

、防舷材、車止、係船柱、梯

子、縁金物

館山港・宮城地

区

 ■  ■          36 策定済

１－Ａ２－６３

A02-019 港湾 一般 千葉県 直接 千葉県 拠点 改良 物揚場（－４．０ｍ）（

改良）（５）

Ｌ＝１７２ｍ　電気・被覆防

食、エプロン舗装、防舷材

千葉港・千葉中

央地区

 ■           3 策定済

１－Ａ２－６７

A02-020 港湾 一般 千葉県 直接 千葉県 拠点 改良 物揚場（－４．０ｍ）（

改良）（６）

Ｌ＝２３７ｍ　電気・被覆防

食、エプロン舗装、鋼矢板補

修

千葉県・千葉中

央地区

 ■  ■          39 策定済

１－Ａ２－６８

A02-021 港湾 一般 千葉県 直接 千葉県 拠点 改良 物揚場（－４．０ｍ）（

改良）

Ｌ＝９７ｍ　電気防食 千葉港・八幡地

区

 ■          20 策定済

１－Ａ２－６９

A02-022 港湾 一般 千葉県 直接 千葉県 拠点 改良 物揚場（－３．０ｍ）（

改良）

Ｌ＝３４０ｍ　電気・被覆防

食、エプロン舗装、鋼矢板補

修、防舷材

千葉港・五井地

区

 ■  ■          37 策定済

１－Ａ２－７０

A02-023 港湾 一般 千葉県 直接 千葉県 拠点 改良 物揚場（－３．０ｍ）（

改良）

Ｌ＝２７０ｍ　電気防食 千葉港・北袖ケ

浦地区

 ■          21 策定済

１－Ａ２－７５

4 案件番号： 0000132199



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 H27 H28 H29 H30 H31 （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

港湾事業 A02-024 港湾 一般 千葉県 直接 千葉県 拠点 改良 物揚場（－４．０ｍ）（

改良）

Ｌ＝３４０ｍ　電気防食 千葉港・北袖ケ

浦地区

 ■          33 策定済

１－Ａ２－７６

A02-025 港湾 一般 千葉県 直接 千葉県 拠点 改良 物揚場（－４．０ｍ）（

改良）

Ｌ＝１２０ｍ　電気防食 千葉港・葛南中

央地区

 ■          15 策定済

１－Ａ２－７９

A02-026 港湾 一般 千葉県 直接 千葉県 拠点 改良 物揚場（－４．０ｍ）（

改良）（２）

Ｌ＝３００ｍ　電気防食 千葉港・葛南東

部地区

 ■          35 策定済

１－Ａ２－８２

A02-027 港湾 一般 千葉県 直接 千葉県 拠点 改良 物揚場（－２．５ｍ）（

改良）

Ｌ＝２４０ｍ　断面修復 千葉港・葛南東

部地区

 ■          35 策定済

１－Ａ２－８３

A02-028 港湾 一般 千葉県 直接 千葉県 拠点 改良 物揚場（－１．５ｍ）（

改良）

Ｌ＝２６３ｍ　電気防食 千葉港・葛南東

部地区

 ■          10 策定済

１－Ａ２－８４

A02-029 港湾 一般 千葉県 直接 千葉県 拠点 改良 岸壁（－５．５ｍ）（改

良）

Ｌ＝１，０４５ｍ　エプロン

、電気・被覆防食、防舷材

千葉港・千葉中

央地区

 ■  ■  ■          69 策定済

１－Ａ２－１０

5 案件番号： 0000132199



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 H27 H28 H29 H30 H31 （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

港湾事業 A02-030 港湾 一般 千葉県 直接 千葉県 拠点 改良 岸壁（－７．５ｍ）（改

良）

Ｌ＝１３０ｍ　エプロン、床

版補修、被覆防食、防舷材、

梯子

千葉港・葛南中

央地区

 ■  ■  ■  ■         158 策定済

１－Ａ２－１８

A02-031 港湾 一般 千葉県 直接 千葉県 拠点 改良 岸壁（－５．５ｍ）（改

良）

Ｌ＝４５０ｍ　電気・被覆防

食、防舷材、縁金物、車止、

エプロン

千葉港・葛南中

央地区

 ■  ■  ■  ■          48 策定済

１－Ａ２－１９

A02-032 港湾 一般 千葉県 直接 千葉県 重要 改良 岸壁（－５．５ｍ）（改

良）

Ｌ＝３６０ｍ　防舷材、梯子 木更津港・木更

津南部地区

 ■  ■  ■          27 策定済

１－Ａ２－３１

A02-033 港湾 一般 千葉県 直接 千葉県 重要 改良 岸壁（－４．５ｍ）（改

良）

Ｌ＝２８８ｍ　エプロン、電

気・被覆防食、防舷材、車止

、梯子

木更津港・木更

津南部

 ■          39 策定済

１－Ａ２－３４

A02-034 港湾 一般 千葉県 直接 千葉県 重要 改良 岸壁（－５．５ｍ）（改

良）

Ｌ＝３６０ｍ　電気・被覆防

食、防舷材、梯子

木更津港・富津

地区

 ■          48 策定済

１－Ａ２－３５

6 案件番号： 0000132199



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 H27 H28 H29 H30 H31 （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

港湾事業 A02-035 港湾 一般 千葉県 直接 千葉県 地方 改良 岸壁（－５．５ｍ）（改

良）

Ｌ＝３６０ｍ　エプロン舗装

、電気・被覆防食、防舷材、

車止

館山港・宮城地

区

 ■  ■          70 策定済

１－Ａ２－３８

A02-036 港湾 一般 千葉県 直接 千葉県 地方 改良 岸壁（－４．５ｍ）（改

良）

Ｌ＝１２０ｍ　エプロン舗装

、電気・被覆防食、防舷材、

車止、梯子

館山港・宮城地

区

 ■  ■          36 策定済

１－Ａ２－３９

A02-037 港湾 一般 千葉県 直接 千葉県 地方 改良 岸壁（－５．５ｍ）（改

良）

Ｌ＝１００ｍ　岸壁補修、エ

プロン舗装

名洗港・犬若地

区

 ■         165 策定済

１－Ａ２－４３

A02-038 港湾 一般 千葉県 直接 千葉県 拠点 改良 岸壁（－１２．０ｍ）（

改良）（２）

Ｌ＝２４０ｍ　電気防食、被

覆防食、防舷材

千葉港・千葉中

央地区

 ■  ■  ■  ■         148 策定済

１－Ａ２－５５

A02-039 港湾 一般 千葉県 直接 千葉県 拠点 改良 岸壁（－５．５ｍ）（改

良）（３）

Ｌ＝１８０ｍ　エプロン舗装

、車止、縁金物、防舷材

千葉港・葛南中

央地区

 ■          36 策定済

１－Ａ２－５７

A02-040 港湾 一般 千葉県 直接 千葉県 重要 改良 岸壁（－７．５ｍ）（改

良）

Ｌ＝２６０ｍ　防舷材 木更津港・木更

津南部地区

 ■          17 策定済

１－Ａ２－５９

7 案件番号： 0000132199



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 H27 H28 H29 H30 H31 （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

港湾事業 A02-041 港湾 一般 千葉県 直接 千葉県 重要 改良 岸壁（－７．５ｍ）（改

良）

Ｌ＝２６０ｍ　電気防食、防

舷材、車止、上部工

木更津港・富津

地区

 ■           9 策定済

１－Ａ２－６０

A02-042 港湾 一般 千葉県 直接 千葉県 拠点 改良 岸壁（－７．５ｍ）（改

良）

Ｌ＝２５４ｍ　エプロン、電

気防食、防舷材、梯子、車止

千葉港・八幡地

区

 ■  ■  ■  ■         150 策定済

１－Ａ２－６２

A02-043 港湾 一般 千葉県 直接 千葉県 拠点 改良 岸壁（－５．５ｍ）（改

良）

Ｌ＝２７０ｍ　電気・被覆防

食、車止、断面修復、エプロ

ン舗装、防舷材

千葉港・北袖ヶ

浦地区

 ■  ■          53 策定済

１－Ａ２－７１

A02-044 港湾 一般 千葉県 直接 千葉県 拠点 改良 岸壁（－４．５ｍ）（改

良）

Ｌ＝３０１ｍ　電気・被覆防

食、エプロン舗装、鋼矢板補

修、車止

千葉港・北袖ヶ

浦地区

 ■           3 策定済

１－Ａ２－７２

A02-045 港湾 一般 千葉県 直接 千葉県 拠点 改良 岸壁（－４．５ｍ）（改

良）（２）

Ｌ＝１８０ｍ　電気防食、エ

プロン舗装、車止、防舷材

千葉港・北袖ケ

浦地区

 ■  ■          21 策定済

１－Ａ２－７３

A02-046 港湾 一般 千葉県 直接 千葉県 拠点 改良 岸壁（－５．５ｍ）（改

良）（３）

Ｌ＝６００ｍ　電気・被覆防

食

千葉港・南袖ケ

浦地区

 ■          60 策定済

１－Ａ２－７７

8 案件番号： 0000132199



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 H27 H28 H29 H30 H31 （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

港湾事業 A02-047 港湾 一般 千葉県 直接 千葉県 拠点 改良 岸壁（－５．５ｍ）（改

良）（４）

Ｌ＝５４０ｍ　電気防食、エ

プロン舗装、防舷材、梯子、

車止、縁金物

千葉港・葛南中

央地区

 ■  ■  ■  ■  ■          66 策定済

１－Ａ２－７８

A02-048 港湾 一般 千葉県 直接 千葉県 拠点 改良 岸壁（－６．０ｍ）（改

良）

Ｌ＝５２５ｍ　電気防食、防

舷材、車止、縁金物、エプロ

ン舗装

千葉港・葛南東

部地区

 ■  ■          63 策定済

１－Ａ２－８０

A02-049 港湾 一般 千葉県 直接 千葉県 拠点 改良 岸壁（－５．５ｍ）（改

良）（５）

Ｌ＝１８０ｍ　電気防食、防

舷材、車止、縁金物、エプロ

ン舗装

千葉港・葛南東

部地区

 ■  ■          27 策定済

１－Ａ２－８１

A02-050 港湾 一般 千葉県 直接 千葉県 拠点 改良 岸壁（－５．５ｍ）（改

良）（６）

Ｌ＝２５０ｍ　電気防食、防

舷材、車止、縁金物、エプロ

ン

千葉港・葛南西

部地区

 ■  ■          51 策定済

１－Ａ２－８６

A02-051 港湾 一般 千葉県 直接 千葉県 拠点 改良 岸壁（－５．５ｍ）（改

良）（２）

L=320m　エプロン、電気・被

覆防食、断面修復、車止、防

舷材

千葉港・北袖ケ

浦地区

 ■  ■  ■  ■         150 策定済

１－Ａ２－７４

9 案件番号： 0000132199



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 H27 H28 H29 H30 H31 （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

港湾事業 A02-052 港湾 一般 千葉県 直接 千葉県 拠点 改良 道路（改良） Ｌ＝１，２００m　Ａ＝１８

，０００m2

千葉港・北袖ケ

浦地区

 ■  ■          64 策定済

１－Ａ２－１６

A02-053 港湾 一般 千葉県 直接 千葉県 地方 改良 道路（改良） Ｌ＝５７８ｍ　Ａ＝５，００

０ｍ２

館山港・宮城地

区

 ■           7 策定中

１－Ａ２－３７

A02-054 港湾 一般 千葉県 直接 千葉県 地方 改良 道路（改良） Ｌ＝４００ｍ　舗装打換 名洗港・犬若地

区

 ■          40 策定中

１－Ａ２－４４

A02-055 港湾 一般 千葉県 直接 千葉県 重要 改良 道路（改良） Ｌ＝２，１００ｍ　舗装打換

、排水改良

木更津港・木更

津南部地区

 ■          90 策定中

１－Ａ２－８７

A02-056 港湾 一般 千葉県 直接 千葉県 重要 改良 東防波堤 Ｌ＝３２０ｍ　電気防食 木更津港・富津

地区

 ■         157 策定済

１－Ａ２－６１

A02-057 港湾 一般 千葉県 直接 千葉県 拠点 改良 防波堤（波除）（２） Ｌ＝７８ｍ　電気防食 千葉港・葛南東

部地区

 ■           6 策定済

１－Ａ２ー８５

10 案件番号： 0000132199



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 H27 H28 H29 H30 H31 （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

港湾事業 A02-058 港湾 一般 千葉県 直接 千葉県 地方 改良 中防波堤 Ｌ＝１３０ｍ　電気・被覆防

食、鋼矢板補修

館山港・宮城地

区

 ■  ■          33 策定済

１－Ａ２ー８８

A02-059 港湾 一般 千葉県 直接 千葉県 重要 改良 橋梁（改良）（２） Ｎ＝１橋　耐震補強 木更津港・木更

津南部地区

 ■  ■          19 策定済

１－Ａ２－９１

A02-060 港湾 一般 千葉県 直接 千葉県 重要 改良 橋梁（改良） Ｎ＝１橋　塗装・部分補修 木更津港・木更

津南部地区

 ■           8 策定済

１－Ａ２－３３

A02-061 港湾 一般 千葉県 直接 千葉県 重要 改良 橋梁（改良）（３） N=１橋　耐震補強 木更津港・木更

津南部地区

 ■         170 策定済

１ーA2－９２

A02-062 港湾 一般 千葉県 直接 千葉県 重要 改良 橋梁（改良）（４） N=１橋　耐震補強 木更津港・木更

津南部地区

 ■           7 策定済

1－A2－93

A02-063 港湾 一般 千葉県 直接 千葉県 拠点 改良 岸壁（－１２．０ｍ）（

改良）（３）

流出防止柵　１式 千葉港・千葉中

央地区

 ■          12 策定済

１－A2－９４

 小計       2,555

11 案件番号： 0000132199



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 H27 H28 H29 H30 H31 （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       8,343

12 案件番号： 0000132199



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

H27 H28 H29 H30

配分額 (a)                     229                     309                     249                     387

計画別流用増△減額 (b)                       0                       0                       0                       0

交付額 (c=a+b)                     229                     309                     249                     387

前年度からの繰越額 (d)                      68                      32                      79                      55

支払済額 (e)                     264                     262                     272                     247

翌年度繰越額 (f)                      32                      79                      55                     195

うち未契約繰越額(g)                       5                      22                      12                     157

不用額 (h = c+d-e-f)                       1                       0                       1                       0

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                    2.02                    6.45                    3.96                   35.52

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

補正予算による適正工期の

確保ができないため

1 案件番号： 0000132199



計画の名称 1 千葉県における安全・安心・にぎわいのある港湾・海岸の整備（防災・安全）

計画の期間 平成27年度　～　平成31年度　（5年間） 千葉県

＊（　）内は地区名を表す。

（参考図面）社会資本整備総合交付金（防災・安全）

交付対象

5-A3-1 千葉港海岸（中央） 高潮

5-A3-3 千葉港海岸（市原） 高潮

5-A3-8 千葉港海岸（市原） 老朽化

5-A3-9 千葉港海岸（中央・寒川） 老朽化

5-A3-15 千葉港海岸（中央） 老朽化

5-A3-2    千葉港海岸（船橋） 高潮

5-A3-11 千葉港海岸（船橋） 津波・高潮

5-A3-4 木更津港海岸（木更津） 高潮

5-A3-10 木更津港海岸（木更津） 老朽化

5-A3-6    館山港海岸（館山） 環境

5-A3-12    館山港海岸（館山） 高潮

5-A3-7    名洗港海岸（名洗） 環境

5-A3-13 名洗港海岸（名洗） 高潮

5-A3-14    興津港海岸（興津） 高潮



計画の名称 1 千葉県における安全・安心・にぎわいのある港湾・海岸の整備（防災・安全）

計画の期間 平成27年度　～　平成31年度　（5年間） 千葉県

（参考図面）社会資本整備総合交付金（防災・安全）

交付対象

1-A2-37 道路(改良)

1-A2-38 岸壁(-5.5m)(改良)

1-A2-39 岸壁(-4.5m)(改良)

1-A2-63 物揚場(-4.0m)(改良)

1-A2-88 中防波堤

1-A2-10 岸壁(-5.5m)(改良)

1-A2-53 物揚場(-4.0m)(改良)(2)

1-A2-54 物揚場(-4.0m)(改良)(3)

1-A2-55 岸壁(-12.0m)(改良)(2)

1-A2-94 岸壁(-12.0m)(改良)(3)

1-A2-62 岸壁(-7.5m)(改良)

1-A2-67 物揚場(-4.0m)(改良)(5)

1-A2-68 物揚場(-4.0m)(改良)(6)

1-A2-69 物揚場(-4.0m)(改良)

1-A2-70 物揚場(-3.0m)(改良)

1-A2-31 岸壁(-5.5m)(改良)

1-A2-33 橋梁（改良）

1-A2-34 岸壁(-4.5m)(改良)

1-A2-35 岸壁(-5.5m)(改良)

1-A2-58 物揚場(-4.0m)(改良)

1-A2-59 岸壁(-7.5m)(改良)

1-A2-60 岸壁(-7.5m)(改良)

1-A2-61 東防波堤

1-A2-87 道路(改良)

1-A2-91 橋梁（改良）(2)

1-A2-92 橋梁（改良）(3)

1-A2-93 橋梁（改良）(4)

1-A2-43 岸壁(-5.5m)(改良)

1-A2-44 道路(改良)1-A2-16 道路(改良)

1-A2-71 岸壁(-5.5m)(改良)

1-A2-72 岸壁(-4.5m)(改良)

1-A2-73 岸壁(-4.5m)(改良)(2)

1-A2-74 岸壁(-5.5m)(改良)(2)

1-A2-75 物揚場(-3.0m)(改良)

1-A2-76 物揚場(-4.0m)(改良)

1-A2-77 岸壁(-5.5m)(改良)(3)

1-A2-18 岸壁(-7.5m)(改良)

1-A2-19 岸壁(-5.5m)(改良)

1-A2-57 岸壁(-5.5m)(改良)(3)

1-A2-78 岸壁(-5.5m)(改良)(4)

1-A2-79 物揚場(-4.0m)(改良)

1-A2-80 岸壁(-6.0m)(改良)

1-A2-81 岸壁(-5.5m)(改良)(5)

1-A2-82 物揚場(-4.0m)(改良)(2)

1-A2-83 物揚場(-2.5m)(改良)

1-A2-84 物揚場(-1.5m)(改良)

1-A2-85 防波堤(波除)(2)

1-A2-86 岸壁(-5.5m)(改良)(6)



計画の名称 1 千葉県における安全・安心・にぎわいのある港湾・海岸の整備（防災・安全）

計画の期間 平成27年度　～　平成31年度　（5年間） 千葉県交付対象

（参考図面）社会資本整備総合交付金（防災・安全）

1-A2-72 岸壁(-4.5m)（改良）

1-A2-55 岸壁(-12.0m)(改良)(2)

1-A2-94 岸壁(-12.0m)(改良)(3)

1-A2-53 物揚場(-4.0m)(改良)(2)

1-A2-19 岸壁(-5.5m)(改良)

1-A2-62 岸壁(-7.5m)(改良)

1-A2-70 物揚場(-3.0m)(改良)

1-A2-69 物揚場(-4.0m)(改良)

1-A2-83 物揚場(-2.5m)(改良)

1-A2-76 物揚場(-4.0m)(改良)

1-A2-77 岸壁(-5.5m)(改良)(3)

1-A2-75 物揚場(-3.0m)(改良)

1-A2-71 岸壁(-5.5m)(改良)

1-A2-74 岸壁(-5.5m)(改良)(2)

1-A2-73 岸壁(-4.5m)(改良)(2)

1-A2-16 道路（改良）
1-A2-57 岸壁(-5.5m)改良(3)

1-A2-82 物揚場(-4.0m)(改良)(2)

1-A2-18 岸壁(-7.5m)(改良)

1-A2-79 物揚場(-4.0m)(改良)

1-A2-80 岸壁(-6.0m)(改良)

1-A2-78 岸壁(-5.5m)(改良)(4)

1-A2-85 防波堤(波除)(2)
1-A2-81 岸壁(-5.5m)(改良)(5)

1-A2-84 物揚場(-1.5m)(改良)

1-A2-86 岸壁(-5.5m)(改良)(6)

1-A2-10 岸壁(-5.5m)(改良)

1-A2-68 物揚場(-4.0m)(改良)(6)

1-A2-67 物揚場(-4.0m)(改良)(5)

1-A2-54 物揚場(-4.0m)改良(3)



計画の名称 1 千葉県における安全・安心・にぎわいのある港湾・海岸の整備（防災・安全）

計画の期間 平成27年度　～　平成31年度　（5年間） 千葉県

（参考図面）社会資本整備総合交付金（防災・安全）

交付対象

千葉港 千葉港計画平面図

1-A2-54 物揚場(-4.0m)(改良)(3)

1-A2-53 物揚場(-4.0m)(改良)(2)

1-A2-10 岸壁(-5.5m)(改良)

1-A2-55 岸壁(-12.0m)(改良)(2)

1-A2-94 岸壁(-12.0m)(改良)(3)1-A2-62 岸壁(-7.5m)(改良)

1-A2-68 物揚場(-4.0m)(改良)(6)

1-A2-69 物揚場(-4.0m)(改良)

1-A2-67 物揚場(-4.0m)(改良)(5)

1-A2-70 物揚場(-3.0m)(改良)



計画の名称 1 千葉県における安全・安心・にぎわいのある港湾・海岸の整備（防災・安全）

計画の期間 平成27年度　～　平成31年度　（5年間） 千葉県

（参考図面）社会資本整備総合交付金（防災・安全）

交付対象

千葉港計画平面図

1-A2-19

岸壁（-5.5m）(改良)

1-A2-18

岸壁（-7.5m）(改良)

1-A2-57

岸壁(-5.5m)改良(3)

（葛南中央地区）

1-A2-78

岸壁（-5.5m）(改良)(4)

1-A2-79

物揚場（-4.0m）(改良)

1-A2-82

物揚場（-4.0m）(改良)(2)

1-A2-81

岸壁（-5.5m）(改良)(5)

1-A2-86

岸壁（-5.5m）(改良)(6)

1-A2-80

岸壁（-6.0m）(改良)

1-A2-85

防波堤(波除)(2)

1-A2-84

物揚場(-1.5m)(改良)

1-A2-83

物揚場（-2.5m）(改良)

（葛南東部地区）

（葛南西部地区）



計画の名称 1 千葉県における安全・安心・にぎわいのある港湾・海岸の整備（防災・安全）

計画の期間 平成27年度　～　平成31年度　（5年間） 千葉県

（参考図面）社会資本整備総合交付金（防災・安全）

交付対象

1-A2-71 岸壁(-5.5m)(改良)

1-A2-72 岸壁(-4.5m)(改良)

千葉港計画平面図

（北袖ケ浦地区）

1-A2-16 道路(改良)

1-A2-76 物揚場(-4.0m)(改良)
1-A2-77 岸壁(-5.5m)(改良)(3)

（南袖ケ浦地区）

1-A2-74 岸壁(-5.5m)(改良)(2)

1-A2-73 岸壁(-4.5m)(改良)(2)

1-A2-75 物揚場(-3.0m)(改良)



計画の名称 1 千葉県における安全・安心・にぎわいのある港湾・海岸の整備（防災・安全）

計画の期間 平成27年度　～　平成31年度　（5年間） 千葉県

（参考図面）社会資本整備総合交付金（防災・安全）

交付対象

木 更 津 港 湾 計 画 図

木更津南部地区

吾妻地区

1-A2-31

岸壁(-5.5m)(改良)

1-A2-33

橋梁(改良)

1-A2-91

橋梁（改良）(2)

富津地区

1-A2-35

岸壁(-5.5m)(改良) 1-A2-59

岸壁(-7.5m)(改良)

1-A2-58

物揚場(-4.0m)(改良)

1-A2-60

岸壁(-7.5m)(改良)

1-A2-61

東防波堤 1-A2-34

物揚場(-4.5m)(改良)

1-A2-87

道路(改良)

1-A2-93

橋梁（改良）（4）

1-A2-92

橋梁（改良）(3)



計画の名称 1 千葉県における安全・安心・にぎわいのある港湾・海岸の整備（防災・安全）

計画の期間 平成27年度　～　平成31年度　（5年間） 千葉県

（参考図面）社会資本整備総合交付金（防災・安全）

交付対象

名洗港計画平面図 （犬若地区） 名洗港 統合補助事業

1-A2-44

道路(改良)

1-A2-43

岸壁(-5.5m)(改良)



計画の名称 1 千葉県における安全・安心・にぎわいのある港湾・海岸の整備（防災・安全）

計画の期間 平成27年度　～　平成31年度　（5年間） 千葉県交付対象

（参考図面）社会資本整備総合交付金（防災・安全）

館山港計画平面図

1-A2-38 岸壁(-5.5m)(改良) 1-A2-39 岸壁(-4.5m)(改良)

1-A2-37 道路(改良)

1-A2-63 物揚場(-4.0m)(改良)

1-A2-88 中防波堤


