
内容 延長

1-2①河川排水路改修等事業

山下川 河川改修 L=815m

二枚橋排水路 水路改修 L=1,818m

湯本地区排水路 水路改修 L=517m

川原町排水路 水路改修 L=500m

上沢川 河川改修 L=546m

大沢口川 河川改修 L=101m

後通排水路 水路改修 L=262m

薬師神社排水路 水路改修 L=100m

本町地区排水路 水路改修 L=20m

金矢地区排水路 水路改修 L=10m

雀田川排水路 河川改修 L=573m

高松川 河川改修 L=200m

枇杷沢川 準用河川 浚渫

宇南川 普通河川 浚渫

大上川 普通河川 浚渫

黒森川 準用河川 浚渫

鳴沢川 準用河川 浚渫

山口川 準用河川 浚渫

後川 準用河川 浚渫

滝沢川 準用河川 浚渫

高松川 準用河川 浚渫

姉市川 準用河川 浚渫

間木沢川 準用河川 浚渫

1-2⑤公共下水道事業長寿命化対策事業

高田排水ポンプ場 電気設備 改築更新

高田排水ポンプ場 機械設備 改築更新

2-4⑥道の駅整備事業

道の駅「はなまき西南」 整備 施設整備

2-4⑥道の駅施設再編事業

道の駅「石鳥谷」 整備 施設再編

5-3②公共下水道事業長寿命化対策事業

大迫浄化センター 電気設備 改築更新

大迫浄化センター 機械設備 改築更新

東和浄化センター 電気設備 改築更新

東和浄化センター 機械設備 改築更新

マンホールポンプ   22基 電気設備 改築更新

マンホールポンプ 　 6基 機械設備 改築更新

マンホール鉄蓋　　60箇所 交換
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5-3④農業集落排水施設機能強化事業

西南地区 管路施設 改築更新

西南地区 処理施設 改築更新

イーハトーブ長根 管路施設 改築更新

イーハトーブ湯口中部 管路施設 改築更新

熊野地区 管路施設 改築更新

熊野地区 処理施設 改築更新

長根地区 管路施設 改築更新

長根地区 処理施設 改築更新

猪鼻地区 管路施設 改築更新

猪鼻地区 処理施設 改築更新

八重畑地区 管路施設 改築更新

八重畑地区 処理施設 改築更新

湯本南方 管路施設 改築更新

湯本南方 処理施設 改築更新

大北地区 管路施設 改築更新

大北地区 処理施設 改築更新

5-4①生活道路整備事業

四日町後川線 道路改良 L=700m

上小舟渡東７号線外 道路改良 L=160m

四日町・浅沢線 道路改良 L=64m

桜台西１号線 道路改良 L=236m

上町花城町線 道路改良 L=210m

里川口仲町線 道路改良 L=270m

若葉町南３号線 道路改良 L=90m

南万南4号線 道路改良 L=332m

石神町法定外道路 舗装新設 L=80m

中北万丁目西６号線外 舗装新設 L=262m

諏訪２号線 道路改良 L=210m

瀬畑口・下根子線 道路改良 L=1,365m

花巻ＰＡスマートインターチェンジ 施設整備 N=1箇所

山の神諏訪線（第1工区） 道路改良 L=860m

山の神諏訪線（第2工区） 道路改良 L=460m

中根子弐拾七樋田線 道路改良 L=260m

地森下沢田線 道路改良 L=168m

渋田北横断線 舗装新設 L=180m

台屋敷２号線 道路改良 L=130m

中根子堂前東線 舗装新設 L=110m

金矢・上湯本線 舗装新設 L=200m

事業名／事業箇所等
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新花巻駅停車場線（西工区） 道路改良 L=650m

新花巻駅停車場線（東工区） 道路改良 L=640m

上下駒板線 道路改良 L=1,400m

高木団地地区側溝 道路改良 L=12,429m

小袋北横断線 道路改良 L=153m

安野西横断2号線 道路改良 L=355m

上台朝日橋線 道路改良 L=94m

工沢・椚ノ目線（西工区） 道路改良 L=1,132m

工沢・二枚橋線 防雪柵 L=1,100m

下似内5号線外 道路改良 L=220m

三岳8号線 道路改良 L=200m

東宮野目西線 道路改良 L=290m

下坂井・関上場線 道路改良 L=430m

姥宿月夜線 道路改良 L=2,250m

槐田・片子沢線 道路改良 L=420m

白幡薬師堂線 道路改良 L=101m

好地20号線外 道路改良 L=420m

大瀬川線 道路改良 L=90m

高速道側道１号線 道路改良 L=300m

大興寺４１号線外 舗装新設 L=250m

好地63号線 舗装新設 L=80m

八重畑69号線 舗装新設 L=330m

寺林線 道路改良 L=3,240m

八幡塚根線 道路改良 L=140m

三日堀中央線 舗装新設 L=400m

井戸向・滝田線 道路改良 L=285m

公園2号線 道路改良 L=200m

公園線 道路改良 L=263m

鳥長根17号線 道路改良 L=180m

愛宕山公園線 道路改良 L=313m

黒沢矢柄線 道路改良 L=2,500m

小又線 道路改良 L=2,035m

久出内線 道路改良 L=750m

狄川線 道路改良 L=1,500m

上沢線 道路改良 L=500m

八木巻線（第２工区） 道路改良 L=1,800m

前林松子林線外 道路改良 L=290m

小山田中央線 道路改良 L=2,230m

六本木１０号線 舗装新設 L=340m
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手古内扇山線 道路改良 L=515m

下丸内線外 道路改良 L=885m

妙見前線 道路改良 L=450m

後島線 道路改良 L=223m

雲南線外 道路改良 L=558m

舘迫落合線 道路改良 L=980m

砂子6号線 道路改良 L=283m

舘迫下道線 道路改良 L=360m

野金山線 道路改良 L=760m

5-4②交通安全環境整備事業

城内大通り一丁目線（花城町工区） 歩道整備 L=380m

城内大通り一丁目線（城内工区） 歩道整備 L=320m

城内大通り一丁目線（大通り工区） 歩道整備 L=260m

城内大通り一丁目線（共同溝） 共同溝 L=320m

上町花城町線（共同溝） 共同溝 L=210m

吹張町滝ノ沢線 歩道整備 L=740m

上町成田線（南城工区） 歩道整備 L=570m

上町成田線（桜町工区） 歩道整備 L=530m

上小舟渡方八丁線 歩道整備 L=1,920m

吹張町滝ノ沢線（第２工区） 歩道整備 L=530m

太田公民館泉屋敷線 歩道整備 L=200m

（花巻市）
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5-4①幹線道路整備

国道４号 拡幅整備 L=1,000m

主要地方道花巻大曲線 拡幅整備 L=2,380m
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