
（注１）黄色はゼロ国債箇所
（注2）※は復興庁からの
配分事業

市町村名 全体事業費

路線名 箇所名 （百万円）

北海道縦貫自動車道 七飯～大沼 七飯町～森町 100

北海道縦貫自動車道 士別剣淵～名寄 士別市～名寄市 200

北海道横断自動車道 本別～釧路 本別町～釧路市 1,400

北海道横断自動車道 足寄～北見 陸別町～北見市 200

国道５号 倶知安余市道路（倶知安～共和） 倶知安町～共和町 300

国道５号 倶知安余市道路（共和～余市） 共和町～余市町 2,200

国道40号 音威子府バイパス 音威子府村～中川町 400

国道228号 茂辺地木古内道路 北斗市～木古内町 1,400

国道235号 厚賀静内道路 日高町～新ひだか町 2,200

国道236号 大樹広尾道路（忠類大樹～豊似） 大樹町～広尾町 100

北海道横断自動車道 本別～釧路 本別町～釧路市 300

国道235号 厚賀静内道路 日高町～新ひだか町 530

国道45号 天間林道路 七戸町 800

国道45号※ 三陸沿岸道路（侍浜～階上） 階上町 600

国道45号 天間林道路 七戸町 300

国道101号 浪岡五所川原道路 青森市～五所川原市 150

国道45号※ 三陸沿岸道路（宮古中央～田老） 宮古市 2300

国道45号※ 三陸沿岸道路（田野畑南～尾肝要） 田野畑村 6600

国道45号※ 三陸沿岸道路（尾肝要～普代） 田野畑村～普代村 1200

国道45号※ 三陸沿岸道路（普代～久慈） 普代村～久慈市 14700

国道45号※ 三陸沿岸道路（侍浜～階上） 洋野町～久慈市 8400

宮城県 三陸沿岸道路※ 気仙沼～唐桑南 気仙沼市 1000

国道7号 遊佐象潟道路 にかほ市 700

国道7号 二ツ井今泉道路 能代市～北秋田市 700

国道13号 横堀道路 湯沢市 400

日本海沿岸東北自動車道 本荘～岩城 由利本荘市 200

国道7号 遊佐象潟道路 にかほ市 200

国道7号 鷹巣大館道路（Ⅱ期） 北秋田市 150

日本海沿岸東北自動車道 酒田みなと～遊佐 酒田市～遊佐町 500

国道7号 朝日温海道路 鶴岡市 500

国道7号 遊佐象潟道路 遊佐町 300

国道13号 泉田道路 新庄市 400

国道13号 新庄金山道路 新庄市～金山町 200

日本海沿岸東北自動車道 酒田みなと～遊佐 酒田市～遊佐町 600

福島県 国道115号※ 相馬福島道路（霊山～福島） 伊達市～桑折町 8800

東関東自動車道水戸線 潮来～鉾田 潮来市～鉾田市 3,760

（主）土浦竜ケ崎線 牛久阿見ICアクセス 阿見町、牛久市 200

栃木県 （市）矢板北スマートインター線 （仮称）矢板北スマートICアクセス 矢板市 200

群馬県 （一）南新井前橋線 駒寄スマートICアクセス 榛東村、吉岡町、前橋市 300

国道468号 首都圏中央連絡自動車道（金沢～戸塚） 横浜市 2,700

国道468号 首都圏中央連絡自動車道（横浜湘南道路） 横浜市～藤沢市 3,330

国道468号 首都圏中央連絡自動車道（金沢～戸塚） 横浜市 390

（主）原宿六ツ浦 （仮称）公田ICアクセス 横浜市 700

中部横断自動車道 富沢～六郷 南部町～市川三郷町 3800

中部横断自動車道 富沢～六郷 南部町～市川三郷町 430

長野県 （村）滝上北線 （仮称）筑北スマートICアクセス 筑北村 49

国道7号 朝日温海道路 村上市 2,500

国道7号 朝日温海道路 村上市 300

国道470号 輪島道路（Ⅱ期） 輪島市 300

国道470号 輪島道路 輪島市 1,000

国道470号 輪島道路 輪島市 200

国道158号 高山清見道路 高山市 950

国道475号 東海環状自動車道（関～養老） 関市～養老町 300

国道475号 東海環状自動車道（養老～北勢） 養老町～海津市 1,200

静岡県 国道414号 河津下田道路（Ⅱ期） 河津町～下田市 930
国道247号 西知多道路（東海ジャンクション） 東海市 200
国道302号 名古屋環状２号線 名古屋市～名古屋市 300
国道474号 三遠南信自動車道（佐久間道路・三遠道路） 東栄町～新城市 1,450
（市）01-41号線 （仮称）刈谷スマートICアクセス 刈谷市 60
国道42号 熊野道路 熊野市 960

国道42号 新宮紀宝道路 紀宝町 1,500

国道42号 熊野尾鷲道路（Ⅱ期） 尾鷲市 200

国道42号 新宮紀宝道路 紀宝町 300

国道421号 大安ICアクセス道路 いなべ市 160

国道158号 大野油坂道路（大野・大野東区間） 大野市 2,200

国道158号 大野油坂道路（大野東・和泉区間） 大野市 5,100

国道158号 大野油坂道路（和泉・油坂区間） 大野市 2,000

石川県

岐阜県

福井県
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都道府県
箇所名

青森県

岩手県

北海道

山梨県
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山形県

茨城県

愛知県

三重県

神奈川県

新潟県



市町村名 全体事業費

路線名 箇所名 （百万円）
都道府県

箇所名

国道158号 大野油坂道路（大野東・和泉区間） 大野市 500

国道483号 日高豊岡南道路 豊岡市 600

国道483号 日高豊岡南道路 豊岡市 300

国道24号 大和北道路 奈良市～大和郡山市 100

国道24号 大和御所道路 大和郡山市～五條市 600

国道24号 大和御所道路 大和郡山市～五條市 300

国道42号 新宮紀宝道路 新宮市 800

国道42号 串本太地道路 那智勝浦町～串本町 100

国道42号 すさみ串本道路 串本町～すさみ町 5,300

国道9号 出雲・湖陵道路 出雲市 400

国道9号 湖陵・多伎道路 出雲市 400

国道9号 大田・静間道路 大田市 700

国道9号 静間・仁摩道路 大田市 300

国道9号 福光・浅利道路 大田市～江津市 280

国道9号 三隅・益田道路 浜田市～益田市 1,020

国道9号 三隅・益田道路 浜田市～益田市 260

鳥取県 国道9号 北条道路 湯梨浜町～琴浦町 670

広島県 国道375号 東広島・呉道路 呉市～東広島市 100

山口県 国道491号 俵山・豊田道路 下関市～長門市 200
四国横断自動車道阿南四万十線 阿南～徳島東 阿南市～徳島市 3,400
四国横断自動車道阿南四万十線 阿南～徳島東 阿南市～徳島市 150
（一）徳島東インター線 北沖洲 徳島市 20
（一）津田インター線 津田 徳島市 100
国道56号 津島道路 愛南町～宇和島市 600
国道196号 今治道路 今治市 300
国道55号 高知南国道路 高知市～南国市 1,500

国道56号 窪川佐賀道路 四万十町～黒潮町 200

四国横断自動車道 高知四国横断自動車道維持管理 須崎市～四万十町 212

国道55号 高知南国道路 高知市～南国市 400

佐賀県 国道497号 伊万里道路 伊万里市 300

国道497号 松浦佐々道路 松浦市～佐々町 1,700

国道497号 松浦佐々道路 松浦市～佐々町 100

九州横断自動車道延岡線 嘉島JCT～矢部 御船町～山都町 300

国道3号 芦北出水道路 芦北町～水俣市 600

九州横断自動車道延岡線 熊本九州横断自動車道延岡線維持管理 益城町～山都町 25

国道3号 芦北出水道路 芦北町～水俣市 100

大分県 東九州自動車道 大分東九州自動車道維持管理 佐伯市 3

東九州自動車道 清武JCT～北郷 宮崎市～日南市 300

国道218号 高千穂日之影道路 高千穂町～日之影町 200

東九州自動車道 宮崎東九州自動車道維持管理 延岡市 100

東九州自動車道 志布志～末吉財部 志布志市～曽於市 7,400

国道3号 芦北出水道路 出水市 600

国道3号 阿久根川内道路 阿久根市～薩摩川内市 100

東九州自動車道 鹿児島東九州自動車道維持管理 鹿屋志～曽於市 113

東九州自動車道 志布志～末吉財部 志布志市～曽於市 600

国道3号 芦北出水道路 出水市 100

沖縄県 （一）幸地インター線 西原町翁長～西原町幸地 西原町 230

島根県

福井県

兵庫県

奈良県

和歌山県

鹿児島県

高知県

長崎県

熊本県

宮崎県

徳島県

愛媛県


