
国土交通省平成23年度事業箇所付予算配分(沖縄県分)

【道路局】 (単位：百万円)

【河川局】 (単位：百万円)

【都市・地域整備局】

＊平成23年度箇所表

・種別：国営公園 ・所管：内閣府 ・都道府県名：沖縄県 (単位：百万円)

工種 公園名 市町村名 事業費

整備 国営沖縄記念公園 那覇市、国頭郡本部町 3,460

維持管理 国営沖縄記念公園 那覇市、国頭郡本部町 1,583

＊平成23年度街路交通調査 (単位：千円)

事業名 都市名 事業主体 継/新 補助率 国庫補助額 摘要

街路交通調査費補助(総合都市交通体系調 沖縄本島中南部都市圏 県 継 1/3 (15,000) 地域高規格道路調査

査) 5,000

備考 １：上段( )書きは事業費 ２：補助金名は街路交通調査費補助

３：国の歳出予算の(項)は地域連携道路事業費、(目)は道路調査費補助、(目の細分)は街路交通調査費補助

＊街路交通調査費補助(土地区画阿整理事業調査) (項)沖縄地域連携道路事業費 (目)道路調査費補助 (目細)街路交通調査費補助 (単位：千円)

都市名 調査主体 箇所名 補助率 内示額

北中城村 村 アワセ地区 1/3 18,000(国費：6,000)
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＊一般国道：直轄事業

工種 路線名 市町村名 事業名 事業費

改築 58 名護市 名護東道路 1,940

改築 58 恩納村 恩納バイパス 300

改築 58 恩納村 恩納南バイパス 1,340

改築 58 読谷村 読谷道路 100

改築 58 宜野湾市～浦添市 浦添北道路 1,840

改築 58 那覇市 那覇西道路 400

改築 58 読谷村～嘉手納町 嘉手納バイパス 40

改築 58 国頭村 座津武防災 1,420

改築 58 国頭村 謝敷拡幅 1,960

改築 58 読谷村～那覇市 沖縄58号環境整備 560

改築 329 宜野座村 宜野座改良 560

改築 329 金武町 金武バイパス 460

改築 329 南風原町～西原町 与那原バイパス 2,140

改築 329 南風原町～那覇市 南風原バイパス 1,840

改築 331 豊見城市～糸満市 豊見城道路 1,840

改築 331 糸満市 糸満道路 2,240

改築 331 南城市 中山改良 800

改築 331 豊見城市 沖縄331号環境整備 320

改築 506 豊見城市～南風原町 豊見城東道路 4,880

交通安全 506 那覇市～豊見城市 小禄道路 100

工種 路線名 市町村名 事業名 事業費

交通安全 58 嘉手納町 沖縄58号交差点改良等：嘉 60

手納ロータリー改良

交通安全 329 西原町 沖縄329号交差点改良等： 20

第一小那覇車両停車帯設置

交通安全 330 沖縄市、沖縄330号交差点改良等：コ 1,490

宜野湾市 ザ十字路交差点改良(450)、

我如古交差点改良(1,040)

交通安全 331 八重瀬町、沖縄331号交差点改良等： 1,270

南城市 与座地区歩道整備(770)､新

里南交差点改良(360)､津波

古地区交通安全対策(40)､

津波古交差点改良(100)

電線共同溝 58 恩納村、沖縄58号電線共同溝：前兼久 165

宜野湾市 地区電線共同溝(40)､宇地泊地

区(真志喜)電線共同溝(125)

電線共同溝 329 金武町 沖縄329号電線共同溝：金 135

武地区電線共同溝

＊補助事業

(主)南風原知念線 南風原町南風原町字山川～南城市玉 100

･南城市 城字垣花

＊直轄ダム事業

事業費 備考(以下の金

種 別 ダ ム 名 (業務取扱額は業務取扱費

費を除く) を含めたもの)

多目的ダム沖縄東部河川総合開発 7,060 7,724

建設事業

＊沖縄河川整備事業費 (単位：千円)

事 項
河川(海岸)名 国庫補助基本額費

若しくは施行箇所名 (事業費)

河川総合開発事業費補助 儀間川総合開発 (1,018,086)

建設工事 983,333

※上段( )書きは共同費、下段は公共費。



【住宅局】

＊市街地再開発事業配分計画 (単位：千円)

市街地再開発事業費補助

都道府県 沖縄県 市街地再開発事業等 先導型再開発 暮らし・にぎわい 計

緊急促進事業 再生事業

都市名 地区名 今回配分額 合計額 今回配分額 合計額 今回配分額 合計額 今回配分額 合計額

那覇市 モノレール旭橋 191,785 191,785 191,785 191,785

駅周辺

小計 0 0 191,785 191,785 0 0 191,785 191,785

指導監督事務費 0 0

合 計 191,785 191,785

【海上保安庁】

＊直轄事業

区分：第十一管区海上保安本部 事業箇所数：14 航路標識整備事業費：142百万円

【官庁営繕部】 (単位：百万円)

事業名 箇所名 所在地 事業費 備 考

官庁営繕費 石垣地方合同庁舎 石垣市 10 電気設備改修

官庁営繕費 宮古島地方気象台 宮古島市 27 屋根改修、外壁改修

官庁営繕費 那覇第１地方合同庁舎 那覇市 176 給排水設備改修

【平成23年度 社会資本整備総合交付金の配分】 (単位：千円)

計 画 名 計画策定主体 配分国費

歩行者の安全歩行を確保する道路整備 那覇市、宜野湾市、石垣市、浦添市、名護市、糸満市、沖縄市、豊見城 5,376,951

市、うるま市、宮古島市、南城市、宜野座村、北谷町、中城村、南風原

町、与那原町、伊是名村、与那国町、北中城村、久米島町、伊江村

観光地や宿泊施設及び空港等へのアクセスを改善する道路 沖縄県、那覇市、浦添市、石垣市、宮古島市、南城市、今帰仁 18,225,434

整備 村、読谷村、与那原町、南風原町、渡嘉敷村、久米島町、竹富町

活力ある地域づくりを支援する道路整備 沖縄県、那覇市、宜野湾市、名護市、浦添市、糸満市、沖縄市、 4,996,524

豊見城市、うるま市、宮古島市、南城市、国頭村、読谷村、北

谷町、中城村、西原町、南風原町、八重瀬町、与那原町、与那

国町、本部町

【港湾局】 (単位：百万円)

＊港湾整備事業予算

平成22年度事業費

港格 港名 港湾管理者 事業 区分別

区分 事業費

重要港湾 那覇 那覇港管理組 8,224 直轄 7,669

合 補助 555

中城湾 沖縄県 2,730 直轄 2,730

平良 宮古島市 1,180 直轄 1,180

石垣 石垣市 839 直轄 746

補助 93

地方港湾 本部 沖縄県 749 補助 749

伊江 沖縄県 250 補助 250

航路 竹富南 国 327 直轄 327

合計 14,299
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【航空局】 (単位：百万円)

＊国管理空港

区 分 事業費 主要内容

那覇 3,056 誘導路改良、無線施設、照明施設整備、タ

ーミナル地区の整備、耐震化、誤侵入対策

等、住宅防音工事補助

＊地方管理空港

下地島 53 無線施設整備

新石垣 4,158 滑走路延長(1,500ｍ→2,000ｍ)に係る用地

造成、照明施設整備等

＊補助事業

区 分 空港整備事業 備 考(空港名) 箇所数

沖縄 2,422 新石垣空港、那覇空港(環境分) ２

△伊江港航路標識整備事業

△伊江島航路標識整備事業

△運天港航路標識整備事業

△金武中城港航路標識整備事業

△糸満漁港航路標識整備事業

△西埼航路標識整備事業

△大浦港航路標識整備事業

△長山港航路標識整備事業

△那覇港航路標識整備事業

△波照間漁港航路標識整備事業

△平安名埼航路標識整備事業

△平良港航路標識整備事業

△牧港漁港航路標識整備事業

△本部港航路標識整備事業

以上14箇所



計 画 名 計画策定主体 配分国費

安心できる暮らしを構築する道路整備 沖縄県、那覇市、石垣市、宜野湾市、浦添市、名護市、糸満市、 759,931

沖縄市、豊見城市、うるま市、宮古島市、南城市、国頭村、大宜

味村、東村、今帰仁村、本部町、恩納村、宜野座村、金武町、伊

江村、読谷村、嘉手納町、北谷町、中城村、北中城村、西原町、

八重瀬町、与那原町、南風原町、渡嘉敷村、座間味村、南大東村、

北大東村、伊平屋村、伊是名村、久米島町、竹富町、与那国町

沖縄県の地域活性化と観光振興を支援する港湾整備 沖縄県、南城市 1,181,278

快適で潤いのある環境の創造と活気あふれる“みなと”ま 那覇港管理組合 268,470

ちづくり

石垣港にぎわい交流観光振興計画 石垣市 79,935

平良港における多様な交流を促進するにぎわのある港づくり 宮古島市 39,717

県民が安全･安心に暮らせる総合的な浸水対策の推進 沖縄県、西原町 709,650

災害に強い県土づくり～土砂災害対策の推進～ 沖縄県 419,045

災害に強い県土づくり～海岸における安全･安心の確保～ 沖縄県 225,638

平良港海岸(パイナガマ地区)における市民や観光客の安全 宮古島市 45,112

安心の向上

沖縄地域の自然環境の保全･再生および安全なまちづくりを 沖縄県、那覇市、宜野湾市、石垣市、浦添市、名護市、糸満市、 9,570,300

推進する下水道整備 沖縄市、豊見城市、うるま市、宮古島市、南城市、大宜味村、

本部町、読谷村、嘉手納町、北谷町、北中城村、中城村、西原

町、与那原町、南風原町、渡嘉敷村、座間味村、久米島町

沖縄県における県営都市公園整備の推進 沖縄県 957,600

那覇市都市公園整備推進計画 那覇市 649,800

宜野湾市都市公園等統合事業 宜野湾市 146,300

石垣市における公園施設の安全･安心対策事業 石垣市 144,400

花と緑と水につつまれる爽快都市の創造 浦添市 265,050

名護市都市公園整備推進計画 名護市 576,650

糸満市都市公園等統合事業 糸満市 4,750

沖縄市都市公園整備計画 沖縄市 28,500

豊見城市都市公園整備計画 豊見城市 300,200

うるま市都市公園等統合事業 うるま市 99,750

宮古地区における市民や観光客の利便性･安全性向上と環境 宮古島市 104,500

緑地の確保

南城市都市公園等統合事業 南城市 95,000

読谷村都市公園安全･安心対策緊急総合支援事業 読谷村 46,550

中城村都市公園等統合事業 中城村 47,500

南風原町都市公園等統合事業 南風原町 337,250

八重瀬町都市公園等統合事業 八重瀬町 47,500

宮古島市の住宅市街地の環境改善 宮古島市 142,500

沖縄市中心市街地活性化基本計画区域における住む人目線 沖縄市 70,205

での良好な生活空間の創出

公共施設の整備改善による安心･安全な住み良いまちづくり うるま市 61,750

土地区画整理事業により整備改善し周辺環境と調和した田 沖縄県 5,700

園居住区の形成

那覇市農連市場地区における災害に強いまちづくり実現･ま 沖縄県、那覇市 353,875

ちなか居住による地域活性化

モノレール牧志駅周辺地区都市再生整備計画 那覇市 136,515

浦添市仲間地区都市再生整備計画 浦添市 23,845

浦添南第一地区都市再生整備計画 浦添市 148,770

石川地区都市再生整備計画 うるま市 142,975

西原町中心核地区都市再生整備計画 西原町 7,410

南風原町黄金森公園周辺地区都市再生整備計画 南風原町 30,970

沖縄県における住宅セーフティネットの構築 沖縄県、名護市、国頭村、大宜味村、本部町、恩納村、宜野座 3,325,950

(沖縄県地域住宅計画[H18開始版]) 村、うるま市、沖縄市、宜野湾市、嘉手納町、北谷町、那覇市、

(沖縄県地域住宅計画[H22開始版]) 与那原町、北大東村、宮古島市、石垣市、竹富町

沖縄県における住宅セーフティネットの構築と住環境の向 沖縄県、豊見城市、那覇市、浦添市、宜野湾市、沖縄市、うる 2,688,500

上 ま市、石垣市

合 計 52,888,250
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