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社会資本整備事業調整費等の概要

記者発表資料

関東地方整備局管内では、平成１９年度社会資本整備事業推進費等の
調整費及び推進費 約１１９億円により６０件の事業推進を図ります。※

※「調整費及び推進費」は、年度途中において事業推進のため必要となった予算について、

機動的に予算配分を行う制度です。

事業数 ５件/事業費約 ５.９億円１．社会資本整備事業調整費
社会資本整備の効率的・一体的な推進に資することを目的として、広汎多岐にわたる

事業間の調整や長期計画に基づく事業の推進を行うことを目的とした予算です。

事業数１３件/事業費約４９.５億円２．都市再生プロジェクト事業推進費
環境、防災、国際化等の観点から都市の再生を図るため実施する都市再生プロジェクト

を推進することを目的とした予算です。

事業数３０件/事業費約４７.１億円３．景観形成事業推進費
豊かで質の高い国民生活の実現に向けて、景観形成事業を推進することにより良好な

景観形成を図ることを目的とした予算です。

事業数１１件/事業費約１３.５億円４．災害対策緊急事業推進費
洪水・高潮・地震・津波等の自然現象による災害を受けた地域、及び公共交通に係る

重大な事故が発生した箇所等において、緊急に実施すべき事業を迅速に立ち上げ、又は

推進するための予算で｢災害対策の部｣と｢公共交通安全対策の部｣により構成されます。

事業数 １件/事業費約 ３.０億円５．地域自立・活性化事業推進費
平成19 年度に創設された「地域自立・活性化交付金」と連携して、都道府県が作成す

る「広域的地域活性化基盤整備計画」に基づく事業に関連する事業等を推進するための

予算です。

○事業箇所は別添「事業箇所一覧表」をご覧ください。

関東地方整備局ＨＰアドレス http://www.ktr.mlit.go.jp/
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事業箇所一覧表

□社会資本整備事業調整費 (単位：千円)

区分 事業名 事業主体 施行地 事業費

街路 交通円滑化事業 安浦下浦線【事例①】 神奈川県 神奈川県横須賀市長沢二丁目 100,000

街路計 1 件 100,000

河川 都市河川改修事業 荒川水系新河岸川舟渡地区 東京都 東京都板橋区舟渡四丁目 50,000

都市河川改修事業 荒川水系石神井川富士見台地区 東京都 東京都練馬区富士見台四丁目 90,000

都市河川改修事業 荒川水系霞川藤橋地区 東京都 東京都青梅市藤橋一丁目 50,000

都市河川改修事業 荒川水系江東内部河川平井地区【事例②】 東京都 東京都江戸川区平井七丁目 300,000

河川計 4 件 490,000

社会資本整備事業調整費計 5 件 590,000

□都市再生プロジェクト事業推進費 (単位：千円)

区分 事業名 事業主体 施行地 事業費

都市計画 交通円滑化事業 東毛幹線(大泉工区)【事例③】 群馬県 群馬県邑楽郡大泉町いづみ一丁目～太田市竜舞町 220,000

交通円滑化事業 河原口中新田線 神奈川県 神奈川県海老名市中新田 220,000

交通円滑化事業 相原城山線 神奈川県 神奈川県相模原市西橋本四丁目～城山町大島 30,000

交通連携推進事業 新横浜駅地区 横浜市  神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目、三丁目 200,000

交通連携推進事業 相模鉄道本線星川駅～天王町駅 横浜市  神奈川県横浜市保土ヶ谷区西久保町～星川三丁目 500,000

交通連携推進事業 海老名駅地区 海老名市  神奈川県海老名市中央一丁目・上郷 150,000

交通連携推進事業 下今泉門沢橋線 神奈川県 神奈川県海老名市河原口～中新田 494,000

交通連携推進事業 環状第５の１号線外１線 東京都  東京都渋谷区渋谷一丁目～豊島区南池袋二丁目 1,000,000

都市計画計 8 件 2,814,000

道路 交通円滑化事業
一般国道４６８号首都圏中央連絡自動車道（つくば～茨
城・千葉県境）

国土交通省 茨城県稲敷市村田 50,000

地域連携推進事業 一般県道長竹川尻線【事例④】 神奈川県 神奈川県相模原市津久井町根小屋～城山町小倉 170,000

道路計 2 件 220,000

 住宅市街地総合整備促進事業 太子堂・三宿地区【事例⑤】 東京建物㈱ 東京都世田谷区太子堂三丁目 346,100

 住宅市街地総合整備促進事業 西新井駅西口地区
ディエイチ開発シー
サー西新井合同会社 東京都足立区西新井栄町一丁目 623,486

 住宅市街地総合整備促進事業 小杉駅周辺地区
三井不動産レジデン
シャル（株）横浜支店 神奈川県川崎市中原区新丸子東三丁目　 949,100

住宅計 3 件 1,918,686

都市再生プロジェクト事業推進費計 13 件 4,952,686
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□景観形成事業推進費 (単位：千円)

区分 事業名 事業主体 施行地 事業費

土地・水資源 住宅市街地総合整備促進事業 板倉ニュータウン・利根川水系板倉川 群馬県 群馬県邑楽郡板倉町大字海老瀬地先 60,000

住宅市街地総合整備促進事業 茂原市大芝他４地区・一宮川水系一宮川【事例⑥】 千葉県 千葉県長生郡一宮町一宮地先 186,000

土地・水資源計 2 件 246,000

都市 交通円滑化事業 穴部国府津線 神奈川県 神奈川県小田原市高田～蓮正寺 350,000

交通円滑化事業 愛宕町下条線（荒川渡河工区）【事例⑦】 山梨県 山梨県甲府市池田１丁目 200,000

都市計 2 件 550,000

河川 直轄河川改修事業 荒川水系　荒川　東砂三丁目地区【事例⑧】 国土交通省 東京都江東区東砂３丁目地先 210,000

直轄河川改修事業 荒川水系　荒川　足立二丁目地区 国土交通省 東京都足立区足立２丁目地先 510,000

直轄河川改修事業 荒川水系　荒川　小菅一丁目地区 国土交通省 東京都葛飾区小菅１丁目地先 300,000

直轄河川改修事業 荒川水系　荒川　東小松川三丁目地区 国土交通省 東京都江戸川区東小松川３丁目地先 690,000

河川改修事業 利根川水系　江川　西刑部地区【事例⑨】 栃木県 栃木県宇都宮市瑞穂地先 200,000

河川改修事業 利根川水系　竜の口川　時沢・小暮地区 群馬県 群馬県勢多郡富士見村時沢地先 25,000

河川改修事業 富士川水系　渋川　小石和地区 山梨県 山梨県笛吹市石和町小石和地先 100,000

河川改修事業 相模川水系　河口湖　船津地区 山梨県 山梨県南都留郡富士河口湖町船津地先 90,000

都市河川改修事業 荒川水系　神田川　新宿地区 東京都 東京都新宿区西新宿五丁目～中野区本町一丁目地先 50,000

都市河川改修事業 荒川水系　神田川　堀ノ内地区 東京都 東京都杉並区堀ノ内二丁目地先 30,000

都市河川改修事業 利根川水系　新中川　興宮地区 東京都 東京都江戸川区興宮一丁目地先 130,000

都市河川改修事業 多摩川水系　残堀川　狭山池地区 東京都 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎地先 45,000

河川激甚災害対策特別緊急事業 荒川水系　善福寺川　大宮地区 東京都 東京都杉並区大宮一丁目地先 100,000

河川計 13 件 2,480,000

道路 交通安全施設等整備事業 一般国道１３８号　山中湖地区【事例⑩】 国土交通省 山梨県南都留郡山中湖村 10,000

交通円滑化事業 一般国道２５４号　甘楽吉井バイパス【事例⑪】 群馬県 群馬県甘楽郡甘楽町福島 250,000

地域連携推進事業 一般国道１４０号　三富道路 山梨県 山梨県山梨市三富川浦 150,000

地域連携推進事業 一般国道３００号　波高島バイパス 山梨県 山梨県南巨摩郡身延町波高島～下山 150,000

沿道環境改善事業 一般国道１３４号　湘南大橋 神奈川県 神奈川県茅ヶ崎市南湖～平塚市千石河岸 200,000

地域連携推進事業 川越栗橋線 埼玉県 埼玉県桶川市川田谷 100,000

地域連携推進事業 船橋行徳線 千葉県 千葉県市川市高谷 50,000

地域連携推進事業 秦野大井線　篠窪バイパス 神奈川県 神奈川県秦野市渋沢～大井町篠窪 100,000

地域連携推進事業 堀山下秦野停車場 神奈川県 神奈川県泰野市曽屋 70,000

地域連携推進事業 長野真田線 長野県 長野県長野市小島田 150,000

地域連携推進事業 諏訪辰野線【事例⑫】 長野県 長野県諏訪市高島～武津 100,000

道路計 11 件 1,330,000

住宅 住宅市街地総合整備促進事業 日光東町地区 日光市 栃木県日光市石屋町４１０番地 100,000

住宅市街地総合整備促進事業 房総の小江戸大多喜地区 大多喜町 千葉県夷隅郡大多喜町大多喜地先 7,500

住宅計 2 件 107,500

景観形成事業推進費計 30 件 4,713,500
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□災害対策等緊急事業推進費（災害対策の部）[第１回配分] (単位：千円)

区分 事業名 事業主体 施行地 事業費

河川 直轄河川改修事業 利根川水系首都圏外郭放水路 国土交通省 埼玉県春日部市上金崎外 480,000

都市河川改修事業 利根川水系古隅田川【事例⑬】 埼玉県 埼玉県さいたま市岩槻区大字徳力地先 120,000

河川改修事業 南白亀川水系赤目川 千葉県 千葉県茂原市南吉田地先 100,000

河川改修事業 信濃川水系犀川 長野県 長野県上水内郡信州新町水内地先 80,000

都市河川改修事業 天竜川水系武井田川 長野県 長野県諏訪市豊田地先 120,000

河川改修事業 天竜川水系十四瀬川【事例⑭】 長野県 長野県岡谷市長地地先 200,000

河川計 6 件 1,100,000

災害対策等緊急事業推進費（災害の部）計 6 件 1,100,000

□災害対策等緊急事業推進費（公共交通安全対策の部）[第１回配分] (単位：千円)

区分 事業名 事業主体 施行地 事業費

道路 交通円滑化事業 一般国道６号　日立バイパス【事例⑮】 国土交通省 茨城県日立市浜の宮 80,000

交通円滑化事業 一般国道４号　小山石橋バイパス 国土交通省 栃木県下野市下坪山地先 50,000

沿道環境改善事業 一般国道１６号　入間狭山拡幅【事例⑯】 国土交通省 埼玉県狭山市鵜ノ木 50,000

地域連携推進事業 一般国道３５７号　東京湾岸道路 国土交通省 東京都大田区東海 30,000

地域連携推進事業 一般国道２０号　竜王拡幅 国土交通省 山梨県甲斐市竜王 40,000

道路計 5 件 250,000

災害対策等緊急事業推進費（公共交通安全対策の部）計 5 件 250,000

□地域自立・活性化事業推進費 (単位：千円)

区分 事業名 事業主体 施行地 事業費

道路 交通円滑化事業 一般国道４６８号　首都圏中央連絡自動車道【事例⑰】 国土交通省 埼玉県久喜市除堀地先 300,000

道路計 1 件 300,000

災害対策等緊急事業推進費（公共交通安全対策の部）計 1 件 300,000

(単位：千円)

関東地方整備局管内計 60 件 11,906,186
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