
都道府県 事業名
国負担額

（百万円）
事業実施箇所

国道279号(２件) 594 むつ市

国道279号 450 むつ市～横浜町

国道279号 346 横浜町

国道338号 14 むつ市

国道338号 26 東通村～六ヶ所村

国道338号 16 東通村

国道394号 104 七戸町

主要地方道東北横浜線 20 六ヶ所村

三本木中学校 45 十和田市

福島県 三和小中学校 18 いわき市

主要地方道那珂湊那珂線 12 ひたちなか市

一般県道水戸那珂湊線 17 ひたちなか市

一般県道大竹鉾田線 28 鉾田市

市道3号線 4 日立市

市道9号線 19 日立市

市道36号線 22 日立市

中所沢川尻線（市道640号線） 32 日立市

市道817号線 26 日立市

市道3509号線 82 日立市

鮎川町地内道路（市道6738号線） 10 日立市

赤塚駅北線外１線 10 水戸市

赤塚駅水府橋線 32 水戸市

赤塚駅西線 102 水戸市

偕楽園公園上水戸線 20 水戸市

芸術館西通り線 119 水戸市

中大野中河内線 101 水戸市

梅香下千波線 77 水戸市

水戸駅平須線 9 水戸市

鮎川停車場線 24 日立市

阿字ヶ浦東通り線 4 ひたちなか市

阿字ヶ浦北通り線 7 ひたちなか市

富士ノ上阿字ヶ浦線 8 ひたちなか市

佐和停車場高野線 9 ひたちなか市

佐和駅東口交通広場 63 ひたちなか市

高場高野線 7 ひたちなか市

武田市毛線 20 ひたちなか市

武田本町線 35 ひたちなか市

中根六ッ野線 28 ひたちなか市

東石川高野線 5 ひたちなか市

東石川六ッ野線 13 ひたちなか市

東中根高場線 61 ひたちなか市

向野西原線 12 ひたちなか市

和田町常陸海浜公園線 24 ひたちなか市
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青森県

茨城県



上菅谷下菅谷線 134 那珂市

勝木田下の内線 2 東海村

笠原小学校 69 水戸市

見川小学校 729 水戸市

日高小学校 650 日立市

（仮称）中里義務教育学校 173 日立市

国道353号 41 柏崎市

出雲崎漁港 4 出雲崎町

日吉小学校 10 柏崎市

国道249号 9 七尾市

国道249号 30 輪島市

国道415号 10 羽咋市

主要地方道福浦港中島線 34 七尾市

主要地方道輪島浦上線 3 輪島市

主要地方道輪島富来線 3 輪島市

主要地方道金沢田鶴浜線 461 羽咋市

主要地方道押水福岡線 10 宝達志水町

主要地方道氷見田鶴浜線 3 中能登町

主要地方道能都穴水線 19 穴水町

一般県道庵鵜浦大田新線 2 七尾市

一般県道田尻祖母ヶ浦半浦線 4 七尾市

一般県道徳田停車場線 3 七尾市

一般県道百海七尾線 38 七尾市

一般県道若部千里浜インター線 23 羽咋市

一般県道所司原神子原線 2 宝達志水町

市道和倉２号線 1 七尾市

町道K1-6号線 35 中能登町

町道T-265号線 5 中能登町

外環状線(２件) 91 七尾市

国道162号(２件) 211 小浜市

国道417号 584 越前市～池田町

国道476号 248 池田町

一般県道南越駅線 20 越前市

一般県道日向郷市線 6 美浜町

市道188号線 12 敦賀市

市道気比余座線 11 敦賀市

市道三島港線 29 敦賀市

市道吉河19号線 7 敦賀市

市道遠敷区画12-3号線 5 小浜市

町道脇本上平吹線 98 南越前町

敦賀駅東線(２件) 111 敦賀市

小浜縦貫線 60 小浜市

武生中央線 13 越前市

角鹿小学校 530 敦賀市

角鹿中学校 341 敦賀市

新潟県

石川県

福井県



市道赤土高橋線 1 菊川市

浜岡中学校 235 御前崎市

町道朝代和田大宮線他 2 熊取町

町道久保高田線 35 熊取町

泉佐野土丸線 70 泉佐野市

熊取駅西１号線・熊取駅西線 101 泉佐野市

熊取駅西線 7 熊取町

国道431号 30 松江市

国道432号(２件) 69 松江市

主要地方道松江木次線 23 松江市

一般県道大野魚瀬恵曇線 25 松江市

市道古浦西長江線 120 松江市

松江熊野線 44 松江市

国道204号(２件) 301 唐津市

主要地方道唐津北波多線 34 唐津市

一般県道加倉仮屋港線 63 唐津市

一般県道高串港線 25 唐津市

大手口佐志線 54 唐津市

鏡山小学校 1 唐津市

静岡県

大阪府

島根県

佐賀県
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