
　社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金             令和01年06月05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（地域活性化）（重点）

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 〇

交付対象 千葉県,千葉市

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はかることを目的とする。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               3,317  Ａ               3,292  Ｂ                   0  Ｃ                  25  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）      0.75 ％

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

H26 H31

   1  ・緑地整備及び旅客船桟橋を整備することにより港湾来訪者数を増加させ地域の活性化を図る。

港湾緑地来訪者数　 現地調査等により来訪者数の推計を行う。（既に部分供用されている緑地区域は計上しない。） 0人 人 3400000人

   2 ・港湾施設の整備促進を実施することにより、船舶収容係留隻数を増加させ、港内における船舶の航行・停泊の安全を図る。

施設整備による係留船舶隻数 （船舶収容施設整備による係留隻数） 0隻 隻 24隻

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： 0000122150



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 A02-001 港湾 一般 千葉県 直接 千葉県 拠点 建設 緑地整備 Ｌ＝９０ｍ　護岸工・緑地工 千葉港・千葉中

央地区

 ■  ■  ■         100 ２．９ 未策定

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（地域活性化）（重点）　１－Ａ２－５

A02-002 港湾 一般 千葉県 直接 千葉県 重要 建設 緑地整備 Ａ＝２．１ｈa　用地工、護

岸工

木更津港・吾妻

地区

 ■  ■          38 未策定

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（地域活性化）（重点）　１－A２－２６

A02-003 港湾 一般 千葉県 直接 千葉県 拠点 建設 緑地整備 A=1.5ha　護岸工・緑地工 千葉港・千葉中

央地区

 ■  ■  ■  ■  ■       1,450 ６ 策定中

千葉県における安心・安全・にぎわいのある港湾・海岸の整備（地域活性化）（重点）　１－Ａ２－４

A02-004 港湾 一般 千葉県 直接 千葉県 重要 建設 緑地整備 Ａ＝０．３ｈa　緑地整備 木更津港・富津

地区

 ■          16 未策定

千葉県における安全・安心・にぎわにいのある港湾・海岸の整備（地域活性化）（重点）　１－Ａ２－２８

A02-005 港湾 一般 千葉県 直接 千葉県 重要 建設 緑地整備（２） A=０．８ｈa  用地工、Ｌ＝

１６４ｍ　護岸工

木更津港・吾妻

地区

 ■          12 未策定

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（地域活性化）（重点）　１－Ａ２－２７

A02-006 港湾 一般 千葉県 直接 千葉県 拠点 建設 係留施設（１） 浮桟橋　Ｎ＝１基　Ｌ＝５０

ｍ

千葉港・千葉中

央地区

 ■  ■         270 ６ 策定中

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（地域活性化）（重点）　１－Ａ２－６

1 案件番号： 0000122150



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 A02-007 港湾 一般 千葉県 直接 千葉県 拠点 建設 係留施設（２） 浮桟橋　Ｎ＝１基　Ｌ＝５０

ｍ

千葉港・千葉中

央地区

 ■  ■          60 ６ 策定済

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（地域活性化）（重点）　１－Ａ２－７

A02-008 港湾 一般 千葉県 直接 千葉県 地方 改良 係留施設（－３．０ｍ） Ｌ＝２０ｍ　係留施設（－３

．０ｍ）

館山港・館山地

区

 ■  ■  ■         186 策定中

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（地域活性化）（重点）　１－Ａ２－４１

A02-009 港湾 一般 千葉県 直接 千葉県 重要 建設 係留施設 桟橋　Ｎ＝７基　Ｌ＝３５０

ｍ

木更津港・吾妻

地区

 ■  ■  ■  ■  ■         300 未策定

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（地域活性化）（重点）　１－Ａ２－９０

A02-010 港湾 一般 千葉県 直接 千葉県 重要 建設 道路（２） Ｌ＝１３０ｍ　舗装工 木更津港・吾妻

地区

 ■         100 未策定

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（地域活性化）（重点）　１－Ａ２－２３

A02-011 港湾 一般 千葉県 直接 千葉県 拠点 建設 護岸工 取付護岸工　Ｌ＝１２４ｍ 千葉港・千葉中

央地区

 ■          38 ６ 策定済

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（地域活性化）（重点）　１－Ａ２－８

A02-012 港湾 一般 千葉県 直接 千葉県 重要 建設 物揚場（－４．０ｍ） Ｌ＝９０ｍ　物揚場　Ｌ＝３

０ｍ取付護岸、Ｖ＝１００，

０００ｍ３　泊地・航路浚渫

木更津港・吾妻

地区

 ■          12 未策定

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（地域活性化）（重点）　１－Ａ２－２５

2 案件番号： 0000122150



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 A02-013 港湾 一般 千葉県 直接 千葉県 重要 建設 岸壁（－５．５ｍ） Ｌ＝７０ｍ　岸壁工 木更津港・木更

津南部地区

 ■         430 未策定

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（地域活性化）（重点）　１－Ａ２－２９

A02-014 港湾 一般 千葉県 直接 千葉県 地方 改良 岸壁（－７．５ｍ）（改

良）

Ｌ＝１６ｍ　岸壁（－７．５

ｍ）

館山港・館山地

区

 ■         100 策定中

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（地域活性化）（重点）　１－Ａ２－４０

A02-015 港湾 一般 千葉県 直接 千葉県 重要 建設 防波堤 Ｌ＝４０ｍ　防波堤（波除） 木更津港・木更

津南部地区

 ■         180 未策定

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（地域活性化）（重点）　１－Ａ２－３０

 小計       3,292

合計       3,292

3 案件番号： 0000122150



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 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 C02-001 港湾 一般 千葉市 直接 千葉市 － － 旅客船運航情報提供施設

整備事業

情報提供施設５基 千葉市・千葉港  ■           3 －

港湾事業（1-A2-6～9）と一体的な様々な情報を提供する施設を設置し、利用者の利便性を図る。

C02-002 港湾 一般 千葉市 直接 千葉市 － － 旅客船等の社会実験 旅客船等の運航実験棟 千葉市v・千葉

港

 ■           1 －

港湾事業（1-A2-6～9）と一体的に船舶の運行実験を行うことにより、小型船舶の利用状況を把握し、今後の運行等の基礎資料とする。

C02-003 港湾 一般 千葉県 直接 千葉県 － － 利用促進検討 来訪者観測等 千葉市・千葉中

央地区他

 ■          21 －

港湾事業（1-A2-4～9、26～28、36、40～42）と一体的に利用促進検討することにより、緑地利用者の促進を図る。合わせて本計画の定量的指標の判定を行う。

 小計          25

合計          25

1 案件番号： 0000122150



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

H27 H28 H29 H30

配分額 (a)                     190                     290                     163                     149

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

交付額 (c=a+b)                     190                     290                     163                     149

前年度からの繰越額 (d)                     126                      36                     149                      55

支払済額 (e)                     276                     177                     256                     114

翌年度繰越額 (f)                      36                     149                      55                      90

うち未契約繰越額(g)                      24                      24                      17                      80

不用額 (h = c+d-e-f)                       4                       0                       1                       0

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                    8.86                    7.36                    5.76                   39.21

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

関係機関との協議のため

1 案件番号： 0000122150



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（地域活性化）（重点）

計画の期間 平成27年度　～　平成31年度　（5年間） 千葉県　・　千葉市

（参考図面）社会資本整備総合交付金（重点）

交付対象

1-A2-4 緑地整備

1-A2-5 緑地整備

1-A2-6 係留施設(1)

1-A2-7 係留施設(2)

1-A2-8 護岸工

1-C2-2 情報提供施設設置

1-C2-3 海上交通運航実験

1-C2-5 調査

1-A2-23 道路(2)

1-A2-25 物揚場(-4.0m)

1-A2-26 緑地整備

1-A2-27 緑地整備(2)

1-A2-28 緑地整備

1-A2-29 岸壁(-5.5m)

1-A2-30 防波堤

1-A2-90 係留施設

1-A2-40 岸壁(-7.5m)(改良)

1-A2-41 係留施設(-3.0m)



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（地域活性化）（重点）

計画の期間 平成27年度　～　平成31年度　（5年間） 千葉県　・　千葉市

（参考図面）社会資本整備総合交付金（重点）

交付対象

千葉港

1-A2-5 緑地整備

1-C2-3 海上交通運航実験
1-A2-4 緑地整備

1-A2-6 係留施設(1)

1-A2-7 係留施設(2)

1-A2-8 護岸工

1-C2-2 情報提供施設設置

1-C2-5 調査



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（地域活性化）（重点）

計画の期間 平成27年度　～　平成31年度　（5年間） 千葉県　・　千葉市

（参考図面）社会資本整備総合交付金（重点）

交付対象

千葉港

1-A2-4 緑地整備

1-A2-6 係留施設(1)

1-A2-7 係留施設(2)

1-A2-8 護岸工

1-A2-5 緑地整備

1-C2-3 海上交通運航実験

1-C2-2 情報提供施設設置

1-C2-5 調査

千葉港計画平面図



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（地域活性化）（重点）

計画の期間 平成27年度　～　平成31年度　（5年間） 千葉県　・　千葉市

（参考図面）社会資本整備総合交付金（重点）

交付対象

木 更 津 港 湾 計 画 図

木更津南部地区

吾妻地区

1-A2-29

岸壁（-5.5m）

1-A2-30

防波堤

1-A2-23

道路(2)

1-A2-25

物揚場（-4.0m）

富津地区

1-A2-28

緑地整備

1-A2-26

緑地整備

1-A2-27

緑地整備(2)

1-A2-90

係留施設



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（地域活性化）（重点）

計画の期間 平成27年度　～　平成31年度　（5年間） 千葉県　・　千葉市

（参考図面）社会資本整備総合交付金（重点）

交付対象

1-A2-41 係留施設(-3.0m)

館山港計画平面図

1-A2-40 岸壁(-7.5m)(改良)


