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１．平成１８年度社会資本整備事業調整費等の概要

（東北地方整備局分／全国）

１．社会資本整備事業調整費（事業分）

社会資本整備の効率的・一体的な実施や計画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ための事業を実

施することとしています。

社会資本整備事業調整費（事業分）配分額

（東北地方整備局分／全国） （単位：百万円）

事業調整の部 （ 3／15件） 国 費 （ 997／ 2,944）

事業推進の部 （ 8／19件） 〃 （2,462／ 3,669）

合 計 （11／34件） 〃 （3,459／ 6,613）

２．景観形成事業推進費（事業分）

景観事業推進の対象に係わる事業を実施し、豊で質の高い国民生活の実現に向けて、

良好な景観形成に資する事業を推進することとしています。

景観形成事業推進費（事業分）配分額

（東北地方整備局分／全国） （単位：百万円）

件 数 （25／ 201） 国 費 （3,589／ 18,605）

３．都市再生プロジェクト（事業分）

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としています。

都市再生プロジェクト事業推進費（事業分）及び

都市再生プロジェクト施設整備推進費 配分額

（東北地方整備局分／全国） （単位：百万円）

件 数 （ － ／38件） 国 費 （ － ／ 6,122）

４．災害対策等緊急事業推進費

平成１８年度及び平成１７年度に発生した異常な自然現象により災害を受けた地域

において、緊急に実施すべき災害対策事業を推進することとしています。

災害対策等緊急事業推進費配分額（全国）

（東北地方整備局分／全国） （単位：百万円）

件 数 （ 4 /56件） 国 費 （1,110／ 8,331）

上記１～４の件数・国費計

（東北地方整備局分／全国） （単位：百万円）

件 数 （ 40 /329件） 国 費 （8,158／ 39,671）



平成１８年度社会資本整備事業調整費等の国費・事業費総括表　【東北地方整備局分】

東北地方 景観形成 都市再生 災害対策等 景観形成 都市再生 災害対策等

　　整備局分 事業調整 事業推進 事業推進 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 緊急事業 事業調整 事業推進 事業推進 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 緊急事業

の部 の部 費 事業推進費等 推進費 の部 の部 費 事業推進費等 推進費

河川 直轄 3,296 997 818 1,481 　　　－ 0 4,287 1,286 1,143 1,859 　　　－ 0

関係 (9) (3) (2) (4)

補助 475 0 0 475 　　　－ 0 952 0 0 952 　　　－ 0

(11) (11)

3,771 997 818 1,956 　　　－ 0 5,239 1,286 1,143 2,811 　　　－ 0

(20) (3) (2) (15)

道路 直轄 2,172 0 1,261 857 　　　－ 55 2,844 0 1,694 1,050 　　　－ 100

関係 (8) (4) (3) (1)

補助 2,215 0 384 776 　　　－ 1,055 4,070 0 730 1,440 　　　－ 1,900

(12) (2) (7) (3)

4,387 0 1,645 1,633 　　　－ 1,110 6,914 0 2,424 2,490 　　　－ 2,000

(20) (0) (6) (10) (4)

8,158 997 2,462 3,589 　　　－ 1,110 12,153 1,286 3,567 5,301 　　　－ 2,000

(40) (3) (8) (25) (4)

（参考）

39,671 2,944 3,669 18,605 6,122 8,331 69,904 4,407 5,397 30,339 16,133 13,629

(329) (15) (19) (201) (38) (56)

１．国費欄下段（　）は件数を示す。
２．四捨五入の関係で、各計数の和が合計と一致しないところがある。
３．都市再生プロジェクト事業推進費は、東北地方整備局としては、今回要求していない。

平成１８年度社会資本整備事業調整費等

－
２
－

全　　国

社会資本整備事業調整費社会資本整備事業調整費

合　　計

国　　費（百万円） 事　業　費（百万円）



○事業箇所一覧表

　　社会資本整備事業調整費（事業調整の部） （単位：百万円）

区分 直轄・補助 国費 事業費

河川 直轄 直轄河川改修事業 岩手県花巻市 377 476

直轄 直轄河川改修事業 最上川水系最上川中流 庭月地区 山形県最上郡鮭川村 491 630

直轄 直轄河川改修事業 福島県二本松市 128 180

合　　計 ３件 997 1,286

　　社会資本整備事業調整費（事業推進の部） （単位：百万円）

区分 直轄・補助 国費 事業費

河川 直轄 直轄河川改修事業 北上川水系 南沢川 宮城県登米市 495 743

直轄 直轄河川改修事業 子吉川水系 子吉川 秋田県由利本荘市 323 400

道路 直轄 地域連携推進事業 一般国道45号 高田道路 岩手県陸前高田市～大船渡市 167 200

直轄 地域連携推進事業 一般国道4号 富谷大和拡幅 133 200

直轄 地域連携推進事業 一般国道47号 仙台北部道路 宮城県黒川郡富谷町 396 594

直轄 地域連携推進事業 一般国道7号 仁賀保本荘道路 565 700

補助（青森県） 地域連携推進事業 一般国道280号 奧平部Ⅱ期拡幅 青森県東津軽郡今別町 175 350

補助（福島県） 地域連携推進事業 一般国道399号 津島バイパス 福島県双葉郡葛尾村 209 380

合　　計 ８件 2,462 3,567

　　景観形成事業推進費 （単位：百万円）

区分 直轄・補助 国費 事業費

河川 直轄 直轄河川改修事業 岩木川水系岩木川 (鶴田右岸地区) 809 1,020

直轄 直轄河川改修事業 高瀬川水系高瀬川 (倉内地区) 青森県上北郡六ヶ所村 81 102

直轄 直轄河川改修事業 547 657

直轄 直轄河川維持修繕事業 阿武隈川水系阿武隈川上流 福島県福島市 44 80

補助（青森県） 河川改修事業 岩木川水系 引座川 青森県平川市 40 80

補助（青森県） 河川改修事業 岩木川水系 平川 (大鰐地区) 青森県南津軽郡大鰐町 21 42

補助（青森県） 河川改修事業 岩木川水系 旧十川 青森県五所川原市 50 100

事業名

事業名

阿武隈川水系阿武隈川上流 二本松地区

宮城県黒川郡大衡村

秋田県由利本荘市

青森県北津軽郡鶴田町

岩手県西磐井郡平泉町～奥州市

－
３
－

事業箇所

事業箇所

事業箇所

事業名

北上川水系北上川上流 石鳥谷地区

北上川水系北上川上流 (一関遊水地衣川地区)



補助（青森県） 海岸保全施設整備事業 磯松海岸 青森県五所川原市 15 30

補助（青森県） 海岸保全施設整備事業 三沢海岸 青森県三沢市 70 140

補助（青森県） 砂防事業 百目木沢 青森県十和田市 11 20

補助（青森県） 砂防事業 外狐久保沢 青森県三戸郡五戸町 14 25

補助（岩手県） 河川改修事業 北上川水系 木賊川 岩手県岩手郡滝沢村 40 80

補助（宮城県） 河川改修事業 阿武隈川水系 五福谷川 宮城県伊具郡丸森町 10 20

補助（福島県） 河川改修事業 阿武隈川水系 桜川 福島県田村郡三春町 190 380

補助（福島県） 河川改修事業 阿賀野川水系 長瀬川 福島県耶麻郡猪苗代町 14 35

道路 直轄 地域連携推進事業 500 600

直轄 地域連携推進事業 一般国道4号 (小鳥谷バイパス) 岩手県二戸郡一戸町 159 200

直轄 地域連携推進事業 一般国道4号 (平泉バイパス) 岩手県西磐井郡平泉町 198 250

補助（青森県） 地域連携推進事業 一般国道279号 (有戸北バイパス) 青森県上北郡野辺地町 275 500

補助（岩手県） 交通連携推進事業 一般国道283号 (上郷道路) 岩手県遠野市 88 160

補助（福島県） 地域連携推進事業 一般国道459号 (見頃バイパス) 福島県喜多方市 88 160

補助（福島県） 地域連携推進事業 一般国道289号 (南倉沢バイパス) 福島県南会津郡下郷町 165 300

補助（福島県） 交通円滑化事業 吹上荒町線外１線 福島県安達郡本宮町 50 100

補助（福島県） 交通円滑化事業 若宮野辺線 福島県二本松市 60 120

補助（福島県） 地域連携推進事業 西小原北町線外１線 福島県喜多方市 50 100

合　　計 ２５件 3,589 5,301

　　災害対策等緊急事業推進費 （単位：百万円）

区分 直轄・補助 国費 事業費

道路 直轄 直轄道路維持修繕事業 宮城県仙台市 55 100

補助（山形県） 雪寒地域道路事業 山形県最上郡大蔵村 240 400

補助（福島県） 地域連携推進事業 福島県相馬市 100 200

補助（福島県） 地域連携推進事業 一般国道459号 宮古バイパス 福島県喜多方市 715 1,300

合　　計 ４件 1,110 2,000

※四捨五入の関係で、各計数の和が合計と一致しないところがある。

一般国道48号 岳山地区道路災害防除

一般国道101号 (浪岡五所川原道路)

一般国道115号 山上工区道路災害防除

事業名

一般国道458号 日陰倉工区雪崩対策

－
４
－

事業箇所

青森県五所川原市




