
宮 城 県

道 路 局



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：直轄事業

所　　管：国土交通省

都道府県名：宮城県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

改築 国道4号 仙台市 仙台拡幅（篭ノ瀬～鹿の又） 50

改築 国道4号 仙台市 仙台拡幅 150

改築 国道4号 大衡村 大衡道路 235

改築 国道108号 石巻市 石巻河南道路 65

改築 国道108号 大崎市 古川東バイパス 300

路線名 備考

※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：宮城県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄国道

交通安全 国道4号
蔵王町、仙台市、
富谷市、大衡村

宮城4号交通安全対策 96

交通安全 国道6号 亘理町 宮城6号交通安全対策 650

交通安全 国道47号 大崎市 宮城47号交通安全対策 84

交通安全 国道48号 仙台市 宮城48号交通安全対策 124

交通安全 国道108号 石巻市、美里町 宮城108号交通安全対策 70

交通安全 国道45号

塩竈市、
東松島市、
石巻市、登米市、
南三陸町

宮城45号交通安全対策 89

備考路線名



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：宮城県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

電線共同溝 国道4号 岩沼市 宮城4号電線共同溝 248 桜地区電線共同溝 248

扇町地区（第２期）電線共同溝（仙台市） 215

福室地区電線共同溝（仙台市） 120

下馬地区電線共同溝（多賀城市） 219

錦町地区電線共同溝（塩竈市） 94

前田町地区電線共同溝 209

諏訪地区電線共同溝 95

路線名 備考

電線共同溝

電線共同溝 国道108号

国道45号

宮城108号電線共同溝 304

宮城45号電線共同溝
仙台市、
多賀城市、
塩竈市

648

大崎市



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：宮城県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

維持管理 国道4号 白石市～栗原市 宮城4号維持管理 318

維持管理 国道45号 仙台市～気仙沼市 宮城45号維持管理 542

維持管理 国道47号 仙台市～大崎市 宮城47号維持管理 216

維持管理 国道48号 仙台市 宮城48号維持管理 304

維持管理 国道108号 石巻市～大崎市 宮城108号維持管理 206

維持管理 豪雪対策 108

路線名 備考



令和３年度　補正予算　箇所表（ゼロ国債）

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：宮城県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

維持管理 国道4号 白石市～栗原市 宮城4号維持管理 37

維持管理 国道45号 仙台市～気仙沼市 宮城45号維持管理 164

維持管理 国道48号 仙台市 宮城48号維持管理 69

路線名 備考



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:宮城県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

補助事業

改築 （主） 築館登米線 栗原市 （仮称）栗原IC 400

改築 （主） 仙台村田線 村田町 （仮称）菅生スマートICアクセス 563

改築 （一） 今市福田線 仙台市 高江工区 500

路線名 備考



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:宮城県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

補助事業

土砂災害対策 (主) 白石上山線 蔵王町 土浮山 103

土砂災害対策 (主) 丸森霊山線 丸森町 筆甫 197

路線名 備考



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:宮城県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名(箇所) 事業費 備考

補助事業

無電柱化推進計画事業 宮城県 宮城県無電柱化推進計画事業 100 (都)並柳福浦線(並柳福浦線)〔大崎市〕

無電柱化推進計画事業 仙台市 仙台市無電柱化推進計画事業 867
(市)青葉山線(芭蕉の辻)、(市)東八番丁小田原(その1)線ほか2路線
(仙台駅東口)、(都)郡山折立線(大野田)、(都)南小泉茂庭線(宮沢
橋)



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:宮城県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 整備地区名 事業主体 事業費 備考

補助事業

交通安全対策（地区内連携） 登米市 西舘地区、米山東地区 宮城県 246

交通安全対策（地区内連携） 仙台市 木町通地区 仙台市 77

交通安全対策（地区内連携） 名取市 下増田小学校地区、名取第一中学校地区 名取市 147

交通安全対策（地区内連携） 大河原町 金ヶ瀬地区 大河原町 61

交通安全対策（地区内連携） 山元町 大平地区 山元町 99

交通安全対策（地区内連携） 大衡村 平林地区 大衡村 3

交通安全対策（地区内連携） 美里町 不動堂地区 美里町 20



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:宮城県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

補助事業

道路メンテナンス事業 宮城県 橋梁長寿命化修繕計画 1,472 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 宮城県 道路附属物等長寿命化修繕計画 79 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 仙台市 橋梁長寿命化修繕計画 858 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 塩竈市 橋梁長寿命化修繕計画 90 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 気仙沼市 橋梁長寿命化修繕計画 65 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 大崎市 橋梁長寿命化修繕計画 202 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 柴田町 橋梁長寿命化修繕計画 119 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 山元町 橋梁長寿命化修繕計画 11 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 涌谷町 橋梁長寿命化修繕計画 6 個別の構造物は別紙参照



令和３年度　補正予算　箇所表 別紙

※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成
宮城県

事業主体名 市町村名 路線名 構造物名 構造物種別 事業種別

宮城県橋梁長寿命化修繕計画
宮城県 川崎町 秋保温泉川崎線 滝見橋 橋梁 修繕
宮城県 岩沼市 岩沼蔵王線 亀塚跨線橋 橋梁 修繕
宮城県 大河原町 大河原停車場線 尾形橋 橋梁 修繕
宮城県 角田市 角田山元線 角田橋 橋梁 修繕
宮城県 気仙沼市 気仙沼陸前高田線 中才橋 橋梁 修繕
宮城県 大崎市 国道108号 追分橋 橋梁 修繕
宮城県 白石市 国道113号 梅の木橋 橋梁 修繕
宮城県 丸森町 国道113号 雉子尾橋 橋梁 修繕
宮城県 白石市 国道113号 塩倉新橋 橋梁 修繕
宮城県 七ケ宿町 国道113号 横川橋 橋梁 修繕
宮城県 七ケ宿町 国道113号 渡瀬３号橋 橋梁 修繕
宮城県 栗原市 国道398号 御駒堂橋 橋梁 修繕
宮城県 栗原市 国道398号 座主歩道橋 橋梁 修繕
宮城県 加美町 国道457号 鳴瀬橋 橋梁 修繕
宮城県 多賀城市 塩釜七ヶ浜多賀城線 中谷地１号橋 橋梁 修繕
宮城県 大和町 塩釜吉岡線 落合橋 橋梁 修繕
宮城県 大和町 塩釜吉岡線 車橋 橋梁 更新
宮城県 岩沼市 塩釜亘理線 矢野目ツインブリッヂ 橋梁 修繕
宮城県 亘理町 塩釜亘理線 亘理跨線橋 橋梁 修繕
宮城県 登米市 志津川登米線 刈切橋 橋梁 修繕
宮城県 白石市 白石国見線 大熊大橋 橋梁 修繕
宮城県 村田町 仙台村田線 越場橋 橋梁 修繕
宮城県 大郷町 竹谷大和線 堰場橋 橋梁 修繕
宮城県 栗原市 築館栗駒公園線 落合橋 橋梁 修繕
宮城県 栗原市 築館栗駒公園線 川台大橋 橋梁 修繕
宮城県 大崎市 鳴子池月線 清浦橋 橋梁 修繕
宮城県 南三陸町 馬籠志津川線 磯ノ沢橋 橋梁 修繕
宮城県 大和町 枡沢吉岡線 八志田橋 橋梁 修繕
宮城県 涌谷町 涌谷田尻線 涌谷大橋 橋梁 修繕
宮城県 登米市 馬籠東和線 寄合畑橋 橋梁 修繕

宮城県道路附属物等長寿命化修繕計画
宮城県 大崎市 石巻鹿島台色麻線 平渡歩道橋 道路附属物等 修繕
宮城県 大河原町 大河原高倉線 大河原歩道橋 道路附属物等 修繕
宮城県 涌谷町 国道108号 涌谷薔薇島歩道橋 道路附属物等 修繕
宮城県 大崎市 国道457号 東川原歩道橋 道路附属物等 修繕
宮城県 柴田町 丸森柴田線 槻木歩道橋 道路附属物等 修繕

仙台市橋梁長寿命化修繕計画
仙台市 仙台市 県道秋保温泉愛子線 錦ヶ丘橋 橋梁 修繕
仙台市 仙台市 県道仙台館腰線 野添橋 橋梁 修繕
仙台市 仙台市 県道仙台北環状線 新生瀬橋 橋梁 修繕
仙台市 仙台市 県道仙台北環状線 龍沢橋 橋梁 修繕
仙台市 仙台市 県道泉塩釜線 栗木橋側道橋 橋梁 修繕
仙台市 仙台市 県道大衡仙台線 古内橋(上り) 橋梁 修繕
仙台市 仙台市 県道大衡仙台線 古内大橋 橋梁 修繕
仙台市 仙台市 国道457号 山田橋 橋梁 修繕
仙台市 仙台市 市道兜塚線 兜塚橋 橋梁 修繕
仙台市 仙台市 市道兜塚線 兜塚橋側道橋(下流側) 橋梁 修繕
仙台市 仙台市 市道兜塚線 兜塚橋側道橋(上流側) 橋梁 修繕
仙台市 仙台市 市道綱木半子町線 権現橋(左) 橋梁 修繕
仙台市 仙台市 市道荒巻大和町 大沢橋 橋梁 修繕
仙台市 仙台市 市道七北田実沢線 筒岫橋 橋梁 修繕
仙台市 仙台市 市道新幹線側道西岩切東河線 新幹線側道西岩切東河橋 橋梁 修繕
仙台市 仙台市 市道新田鶴ヶ谷六丁目線 新田東大橋 橋梁 修繕
仙台市 仙台市 市道台原南小泉(その6)線 安養寺橋側道橋(下流側) 橋梁 修繕
仙台市 仙台市 市道台原南小泉(その6)線 安養寺橋側道橋(上流側) 橋梁 修繕
仙台市 仙台市 市道大倉中線 大倉大橋 橋梁 修繕
仙台市 仙台市 市道北山実沢（その３）線 新早坂下橋 橋梁 修繕

塩竈市橋梁長寿命化修繕計画
塩竈市 塩竈市 市道新浜町泉沢線 庚塚陸橋 橋梁 修繕

気仙沼市橋梁長寿命化修繕計画
気仙沼市 気仙沼市 市道上野旧県道線 馬籠橋 橋梁 更新

大崎市橋梁長寿命化修繕計画
大崎市 大崎市 市道宮沢三丁目線 藤棚一号橋 橋梁 修繕
大崎市 大崎市 市道荒谷大貫線 貝ノ堀跨線橋 橋梁 修繕
大崎市 大崎市 市道志田谷地1号線 下志田橋 橋梁 修繕
大崎市 大崎市 市道東高岩下志田線 藤房前橋 橋梁 修繕



令和３年度　補正予算　箇所表 別紙

※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成
宮城県

事業主体名 市町村名 路線名 構造物名 構造物種別 事業種別

大崎市 大崎市 市道飯川川崎線 土手下橋 橋梁 修繕
柴田町橋梁長寿命化修繕計画

柴田町 柴田町 町道船岡土手内44号線 さくら歩道橋 橋梁 修繕
山元町橋梁長寿命化修繕計画

山元町 山元町 町道牛橋豊田西線 豊橋 橋梁 修繕
山元町 山元町 町道大平舘の内線 焼山下橋 橋梁 修繕

涌谷町橋梁長寿命化修繕計画
涌谷町 涌谷町 町道三十軒線 門間橋 橋梁 修繕
涌谷町 涌谷町 町道滝の沢線 滝の沢2号橋 橋梁 修繕
涌谷町 涌谷町 町道成沢横沢線 成沢3号橋 橋梁 修繕



宮 城 県

水管理・国土保全局



令和３年度補正予算　河川事業（直轄・宮城県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

阿武隈川 阿武隈川下流 一般河川改修事業 175　 亘理町
わたりちょう

名取川 名取川 一般河川改修事業 210　 仙台市
せ ん だ い し

鳴瀬川 鳴瀬川 一般河川改修事業 1,572　 美里町
み さ と ま ち

、大和町
たいわちょう

北上川 北上川下流 一般河川改修事業 900　 石巻市
いしのまきし

、登米市
と め し

鳴瀬川 鳴瀬川 床上浸水対策特別緊急事業 794　 大和町
たいわちょう

、大衡村
おおひらむら

阿武隈川 阿武隈川下流 河川維持修繕事業 395　 丸森町
まるもりまち

～河口
か こ う

名取川 名取川 河川維持修繕事業 185　 仙台市
せ ん だ い し

、名取市
な と り し

～河口
か こ う

鳴瀬川 鳴瀬川 河川維持修繕事業 285　 大崎市
お お さ き し

～河口
か こ う

北上川 北上川下流 河川維持修繕事業 390　 登米市
と め し

～河口
か こ う

名取川 総合水系環境整備事業 59　 名取市
な と り し

（※）事業費は、複数都府県に施工箇所が存在する場合、その合計額を記載している。



令和３年度補正予算　河川事業（補助・宮城県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

鳴瀬川 吉田川 床上浸水対策特別緊急事業 700　 大和町
たいわちょう

阿武隈川 雉子尾川 大規模特定河川事業 270　 丸森町
まるもりまち

鳴瀬川 渋井川 大規模特定河川事業 910　 大崎市
お お さ き し

北上川 長沼川 大規模特定河川事業 420　 登米市
と め し

北上川 南沢川 大規模特定河川事業 200　 登米市
と め し

七北田川 七北田川 大規模特定河川事業 100　 仙台市
せ ん だ い し



宮城県

　令和３年度補正予算直轄ダム事業
（単位：百万円）

事業費は共同費である。

※工事諸費等を除く

堰堤維持事業 北上川鳴子ダム 53

名取川釜房ダム 60

多目的ダム建設事業 鳴瀬川鳴瀬川総合開発 524

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備　　　　　考



宮城県

　令和３年度補正予算補助ダム事業
（単位：百万円） 

国庫補助基本額

（事業費）

上段（　　　）書きは共同費、

下段は公共費である。

( 1,085)

河川整備事業費 1,085 

　治水ダム等建設事業費補助

( 1,085)

　　建 設 工 事 1,085 

( 1,085)

川内沢ダム 1,085 

事項 ダム名 備　　　　考



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

あぶくまがわ うちかわ ごふくやがわ うすだいらさぼうえんてい いぐぐん まるもりまち うすだいら

宮城南部復興 特定緊急砂防 阿武隈川 内川 五福谷川 薄平砂防堰堤 伊具郡 丸森町 薄平 砂防堰堤工 250

合計 1 箇所 250

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（宮城県　１／１）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種
事業費

（百万円）
備　考



東北地方整備局（宮城県） （単位：百万円）

海岸保全施設整備事業 仙台湾南部海岸 山元町
やまもとちょう

150

宮城県　計 150

令和３年度補正　配分予算
（水管理・国土保全局海岸室所管　直轄海岸事業）

事　業　名 海岸名 市町村名 事業費 備考



令和3年度補正予算（ゼロ国債）　河川事業（直轄・宮城県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

名取川 名取川 一般河川改修事業 200　 仙台市
せ ん だ い し

北上川 北上川下流 河川維持修繕事業 170　 登米市
とめし

～河口
かこう

鳴瀬川 鳴瀬川 河川維持修繕事業 145　 大崎市
おおさきし

～河口
かこう

（※）事業費は、複数都府県に施工箇所が存在する場合、その合計額を記載している。



東北地方整備局（宮城県） （単位：百万円）

海岸保全施設整備事業 仙台湾南部海岸 山元
やまもと

町
ちょう

299

宮城県　計 299

令和３年度補正（ゼロ国）　配分予算
（水管理・国土保全局海岸室所管　直轄海岸事業）

事　業　名 海岸名 市町村名 事業費 備考



宮　城　県

都市局



※市町村名は令和3年12月1日現在である。
種　　　別：　国営公園等
所　　　管：　国土交通省
都道府県名：　宮城県

（単位：百万円）

維持管理 国営みちのく杜の湖畔公園 柴田郡川崎町 70

維持管理 国営追悼・祈念施設（宮城県） 石巻市 20

令和３年度　補正予算箇所表

工種 公園名 市町村名 事業費 備考



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：無電柱化（補助） ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:宮城県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名(箇所) 事業費 備考

補助事業

無電柱化推進計画事業 宮城県 宮城県無電柱化推進計画事業 100 (都)並柳福浦線(並柳福浦線)〔大崎市〕

無電柱化推進計画事業 仙台市 仙台市無電柱化推進計画事業 867
(市)青葉山線(芭蕉の辻)、(市)東八番丁小田原(その1)線ほ
か2路線(仙台駅東口)、(都)郡山折立線(大野田)、(都)南小泉
茂庭線(宮沢橋)

※上記箇所は全て防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策



港 湾 局

(単位：百万円)

単年度支出 ゼロ国債 合　計

宮城県

宮城県

宮城県国際拠点港湾 仙 台 塩 釜 宮 城 県 小 計 1,104 1,350 2,454

宮城県 直 轄 1,104 1,350 2,454

宮城県

1,104 1,350 2,454

令 和 ３ 年 度 補 正 予 算

摘　　要

事業区分
事　　業　　費

合　　　　計

令 和 ３ 年 度　 港 湾 整 備 事 業 予 算 

港　　格 港　　名 港湾管理者

宮 城 県



令和３年度　補正予算配分箇所表（空港整備）

「国庫債務負担行為（ゼロ国債）」

［直轄＋補助］ （単位：百万円)

事 業 費 主　　　要　　　内　　　容

（内地）

仙 台 59 無線施設整備

羽 田 59 無線施設整備

新 潟 266 滑走路端安全区域整備

福 岡 59 無線施設整備

熊 本 59 無線施設整備

宮 崎 59 無線施設整備

鹿 児 島 59 無線施設整備

成 田 59 無線施設整備

中 部 59 無線施設整備

関 西 59 無線施設整備

伊 丹 59 無線施設整備

秋 田 321 滑走路改良

青 森 411 滑走路改良、誘導路改良

花 巻 314 滑走路改良

福 島 660 滑走路端安全区域整備、滑走路改良

富 山 208 滑走路改良

佐 賀 509 滑走路改良、エプロン改良等

（北海道）

新 千 歳 1,371 誘導路新設、耐震対策、無線施設整備

稚 内 35 浸水対策

釧 路 320 照明施設整備

函 館 65 浸水対策

帯 広 150 誘導路改良

女 満 別 82 庁舎改修

（沖縄）

那 覇 60 無線施設整備

区　　　　分

国 管 理 空 港

会 社 管 理 空 港

特定地方管理空港

地 方 管 理 空 港

国 管 理 空 港

特定地方管理空港

地 方 管 理 空 港

国 管 理 空 港
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Ⅴ．令和３年度鉄道局関係補正予算配分概要 

 

区    分 

 

 

線   名   等 

 

 

事業費 

（百万円） 

 

備考 

 

都市鉄道整備事

業費補助 

        

        

     

     

 

 

 

 

 

札幌市（耐震補強） 

仙台市（浸水対策） 

東京都（耐震補強、大規模改良） 

横浜市（耐震補強、大規模改良） 

名古屋市（耐震補強、大規模改良） 

神戸市（大規模改良） 

福岡市（新線建設） 

東京地下鉄（株）（浸水対策、大規模改良） 

大阪市高速電気軌道（株）（大規模改良） 

 

計 

  

  52 

4 

  1,144 

      397 

   100 

2,171 

2,862 

   2,667 

  1,837 

 

 11,234 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鉄道駅総合改善

事業費補助 

 

 

 

 

東日本旅客鉄道㈱(仙北町駅) 

東日本旅客鉄道㈱(北山形駅) 

東日本旅客鉄道㈱(結城駅) 

東海旅客鉄道㈱(岐阜駅) 

西日本旅客鉄道㈱(比良駅) 

西日本旅客鉄道㈱(黄檗駅) 

名古屋鉄道㈱(印場駅) 

名古屋鉄道㈱(金山駅) 

近畿日本鉄道㈱(南が丘駅) 

南海電気鉄道㈱(尾崎駅) 

阪急電鉄㈱(春日野道駅) 

山陽電気鉄道㈱(東須磨駅) 

山陽電気鉄道㈱(夢前川駅) 

しなの鉄道㈱(戸倉駅) 

 

計 

 

45       

316 

30 

484 

197 

48 

356 

604 

194 

84 

750 

250 

5 

326 

 

3,687 

 

 

 

 

 

 

鉄道防災事業費

補助 

 

 

青函トンネル 

 

計 

 

    905 

 

      905 

 

 

 

 

 

鉄道施設総合安

全対策事業費補

助 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（老朽化対策） 

北海道旅客鉄道（株）（千歳線、宗谷線） 

青森県（青い森鉄道線） 

アイジーアールいわて銀河鉄道（株）（いわて銀河鉄道線） 

富士急行（株）（大月線） 

岳南電車（株）（岳南鉄道線） 

大井川鐵道（株）（大井川本線） 

三岐鉄道（株）（三岐線） 

和歌山県（和歌山港線） 

智頭急行（株）（智頭線） 

土佐くろしお鉄道（株）（阿佐線） 

九州旅客鉄道（株）（鹿児島線、日豊線、長崎線、筑肥線） 

肥薩おれんじ鉄道（株）（肥薩おれんじ鉄道線） 

 

小計 

 

 

        219 

        77 

        48 

        9 

        5 

30 

        15 

        8 

        56 

        20 

199 

28 

 

       714 
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（耐震対策） 

東武鉄道（株）（伊勢崎線） 

京王電鉄（株）（京王線、相模原線） 

名古屋鉄道（株）（名古屋本線、常滑線、津島線） 

近畿日本鉄道（株）（難波線、けいはんな線） 

阪神電気鉄道（株）（阪神なんば線） 

九州旅客鉄道（株）（日豊線） 

 

小計 

 

（豪雨対策） 

東日本旅客鉄道（株）（上越線、奥羽線、東北線、磐越西線

、八戸線、小海線、吾妻線） 

西武鉄道（株）（池袋線、西武秩父線） 

京成電鉄（株）（本線） 

東急電鉄（株）（田園都市線、大井町線、池上線） 

東海旅客鉄道（株）（高山線、紀勢線） 

近畿日本鉄道（株）（大阪線） 

南海電気鉄道（株）（高野線、南海本線） 

西日本旅客鉄道（株）（因美線、播但線、山陽線、山陰線、

山口線） 

四国旅客鉄道（株）（予讃線） 

九州旅客鉄道（株）（鹿児島線、日豊線、久大線） 

西日本鉄道（株）（天神大牟田線） 

 

小計 

 

（浸水対策） 

北総鉄道（株）（北総線） 

名古屋鉄道（株）（名古屋本線） 

名古屋臨海高速鉄道（株）（西名古屋港線） 

近畿日本鉄道（株）（名古屋線） 

阪急電鉄（株）（宝塚本線、神戸本線） 

 

小計 

 

（地域鉄道安全対策（豪雨）） 

甲賀市 

秋田内陸縦貫鉄道（株） 

関東鉄道（株） 

長良川鉄道（株） 

伊豆急行（株） 

愛知環状鉄道（株） 

静岡鉄道（株） 

神戸電鉄（株） 

智頭急行（株） 

肥薩おれんじ鉄道（株） 

松浦鉄道（株） 

アルピコ交通（株） 

由利高原鉄道（株） 

近江鉄道（株） 

 

小計 

 

 

       29 

        418 

       288 

       425 

       8 

       5 

         

     1,173 

       

 

 645 

 

496 

        200 

       60 

       270 

163 

       70 

270 

 

141 

325 

        48 

         

      2,688 

 

      

        155 

       5 

       40 

36 

     85 

           

 321 

 

 

  9 

24 

24 

51 

24 

39 

12 

54 

27 

30 

15 

390 

60 

81 

     

840 
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（地域鉄道安全対策） 

伊賀市 

四日市市 

北近畿タンゴ鉄道（株） 

甲賀市 

秋田内陸縦貫鉄道（株） 

阿武隈急行（株） 

由利高原鉄道（株） 

しなの鉄道（株） 

長野電鉄（株） 

のと鉄道（株） 

北陸鉄道（株） 

IRいしかわ鉄道（株） 

万葉線（株） 

アルピコ交通（株） 

真岡鉄道（株） 

上信電鉄（株） 

野岩鉄道（株） 

上毛電気鉄道(株) 

銚子電気鉄道（株） 

天竜浜名湖鉄道（株） 

大井川鐵道（株） 

えちぜん鉄道（株） 

愛知環状鉄道（株） 

伊勢鉄道（株） 

静岡鉄道（株） 

岳南電車（株） 

神戸電鉄（株） 

近江鉄道（株） 

叡山電鉄（株） 

一畑電車（株） 

土佐くろしお鉄道（株） 

伊予鉄道（株） 

松浦鉄道（株） 

島原鉄道（株） 

南阿蘇鉄道（株） 

甘木鉄道（株） 

熊本電気鉄道（株） 

長崎電気軌道（株） 

 

小計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 

108 

512 

36 

390 

267 

30 

300 

276 

84 

123 

42 

99 

36 

75 

141 

195 

90 

24 

207 

240 

324 

300 

63 

123 

81 

567 

243 

57 

198 

309 

234 

171 

183 

60 

147 

558 

12 

 

6,968 
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(ホームドア) 

西日本旅客鉄道㈱（京都駅） 

東武鉄道㈱（西新井駅） 

東武鉄道㈱（谷塚駅） 

東武鉄道㈱（草加駅） 

東武鉄道㈱（新田駅） 

東武鉄道㈱（越谷駅） 

京成電鉄㈱（押上駅） 

京王電鉄㈱（笹塚駅） 

京王電鉄㈱（久我山駅） 

小田急電鉄㈱（町田駅） 

小田急電鉄㈱（相模大野駅） 

小田急電鉄㈱（海老名駅） 

小田急電鉄㈱（本厚木駅） 

小田急電鉄㈱（大和駅） 

近畿日本鉄道㈱（鶴橋駅） 

南海電気鉄道㈱（中百舌鳥駅） 

阪急電鉄㈱（西宮北口駅） 

阪神電気鉄道㈱（大阪梅田駅） 

 

小計 

 

計 

 

 

 

190 

17 

100 

22 

100 

22 

290 

575 

22 

476 

217 

329 

967 

199 

30 

111 

90 

144 

 

3,900 

 

16,604 

 

 

 

 

 

 

 

（注１）百万円未満の計数を四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。 

（注２）本表は予定額である。 

 





令和３年度補正予算　官庁営繕部箇所別調書

宮城県 （単位：百万円）

事　業　名 箇　所　名 所　在　地 事 業 費 備　　考

官庁営繕費 気仙沼地方合同庁舎 宮城県　気仙沼市 55 屋根改修

合　　計 55



令和３年度補正予算　社会資本整備総合交付金の配分（加速化対策分）

（宮城県）
社会資本整備総合交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

1　宮城県における地域間アクセ
スの強化・円滑化・安心安全性
を向上化する社会資本整備（社
総交）

蔵王町,村田町,南三陸町,登米市,石巻市,加
美町,大和町,栗原市,大崎市,東松島市,女川
町,大郷町,利府町,仙台市,宮城県,富谷市,
角田市,白石市,涌谷町,丸森町,多賀城市

1,255,595 

27　宮城県の都市の発展を支え
る交通の円滑化・安心安全を向
上化する社会資本整備（重点）

宮城県,大和町 105,150 

10 防災・震災時の避難路整備と
安全・安心な生活環境を支える
社会資本整備 （社総交）

気仙沼市 297,950 

7 名取市内の各生活圏の交流促
進を図り、安心で安全な交通等
を支援する社会資本整備

名取市 220,000 

市民の交通利便性を向上する道
路整備

仙台市 40,942 

1,919,637 

※計画名等については、現時点のものであり今後変更があり得る。

合 計



令和３年度補正予算　社会資本整備総合交付金の配分（加速化対策分）

（宮城県）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

19　宮城県の発展と活力に満ち
た飛躍を支える社会資本整備
（防災・安全）

涌谷町,柴田町,岩沼市,気仙沼市,大河原町,
名取市,塩竈市,多賀城市,松島町,大崎市,石
巻市,利府町,大郷町,栗原市,加美町,村田
町,南三陸町,山元町,大和町,七ヶ浜町,七ヶ
宿町,東松島市,宮城県,角田市,登米市,大衡
村,富谷市

1,745,096 

20　大規模自然災害等に備えた
宮城県全域にわたる強靱な県土
づくりを推進する社会資本整備
（防災・安全）

宮城県,栗原市,石巻市 543,003 

宮城県港湾施設の利便性・安全
性の向上（重点）（防災・安
全）

宮城県 126,000 

洪水や土砂災害などの大規模自
然災害対策の推進（防災・安
全）

宮城県,仙台市,石巻市,白石市,名取市,角田
市,登米市,栗原市,東松島市,大崎市,富谷
市,蔵王町,大河原町,村田町,丸森町,山元
町,利府町,大和町,美里町,多賀城市

2,064,000 

総合的な土砂災害対策のための
社会資本整備（防災・安全）

宮城県,仙台市,利府町 655,000 

宮城県における雨水下水道整備
推進計画（防災・安全）（重点
計画）

塩竈市,多賀城市,利府町,白石市,角田市,大
河原町,柴田町,亘理町,大和町,石巻市,登米
市,大崎市,加美町,涌谷町,東松島市,丸森
町,名取市,美里町,岩沼市

564,430 

宮城県における下水道の防災・
安全整備推進計画（防災・安
全）

塩竈市,岩沼市,登米市,大和町,山元町,涌谷
町

163,150 

宮城県における下水道の防災・
安全を実現するための整備推進
計画（防災・安全）

宮城県 122,500 

港湾海岸における津波・高潮に
よる災害を防止する海岸保全施
設の整備等の推進(重点）（防
災・安全）

宮城県 740,000 

多様化するニーズに対応した安
全・安心な県立公園の創造（防
災・安全）

宮城県 20,000 

宮城県宅地耐震化推進事業（防
災・安全）

白石市,角田市,東松島市,大崎市,大河原町,
山元町,富谷市,柴田町

32,763 

東松島市公園施設長寿命化対策
支援事業計画（防災・安全）

東松島市 5,000 



（宮城県）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

多様化するニーズに対応した安
全・安心な都市公園の創造（防
災・安全）

柴田町 15,000 

安全で安心な都市公園づくり
（防災・安全）

大衡村 15,000 

美里町公園施設長寿命化対策支
援事業計画（防災・安全）

美里町 10,000 

地域の交通リダンダンシーを強
化する道路整備

仙台市 140,000 

快適な道路環境の確保による安
全なみちづくり（防災・安全）

仙台市 58,169 

安全で安心な市民の生活を支え
るみちづくり（防災・安全）

仙台市 17,300 

下水道整備による快適で安らぎ
に満ちた仙台市のまちづくり
（防災・安全）

仙台市 229,000 

仙台市安全で安心な都市公園づ
くり（防災・安全）

仙台市 55,000 

仙台市グリーンインフラ整備の
推進（市街地周縁部）（防災・
安全）

仙台市 31,000 

仙台市宅地耐震化推進事業（防
災・安全）

仙台市 25,020 

7,376,431 

※計画名等については、現時点のものであり今後変更があり得る。

合 計



令和３年度補正予算　社会資本整備総合交付金の配分（通常分）

（宮城県）
社会資本整備総合交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

安全・安心な県立都市公園の整
備

宮城県 32,500 

感染症対策等に対応した安全・
安心な県立都市公園の整備

宮城県 17,500 

東松島市特定公園施設バリアフ
リー化事業計画

東松島市 5,000 

仙台市みどりの拠点となる都市
公園整備

仙台市 96,410 

151,410 

※計画名等については、現時点のものであり今後変更があり得る。

合 計



令和３年度補正予算　社会資本整備総合交付金の配分（通常分）

（宮城県）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

19　宮城県の発展と活力に満ち
た飛躍を支える社会資本整備
（防災・安全）

涌谷町,柴田町,岩沼市,気仙沼市,大河原町,
名取市,塩竈市,多賀城市,松島町,大崎市,石
巻市,利府町,大郷町,栗原市,加美町,村田
町,南三陸町,山元町,大和町,七ヶ浜町,七ヶ
宿町,東松島市,宮城県,角田市,登米市,大衡
村,富谷市

383,144 

18　宮城県内における通学路の
安全性を確保する社会資本整備
（防災・安全）

角田市,山元町,川崎町,亘理町,大衡村,登米
市,東松島市,美里町,白石市,色麻町,宮城
県,岩沼市,名取市

118,800 

28　宮城県の都市内における通
学路の安全性を確保する社会資
本整備（防災・安全）（重点）

宮城県,岩沼市,白石市 16,500 

誰もが安全・安心、快適に移動
できる暮らしやすいまちづくり
（防災・安全）

仙台市 181,115 

699,559 

※計画名等については、現時点のものであり今後変更があり得る。

合 計


