
栃 木 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：栃木県 (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 矢板市～那須塩原市 矢板大田原バイパス 100

改築 国道4号 那須塩原市 西那須野道路 350

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：栃木県 (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50号
小山市、足利市、
栃木市、佐野市

栃木50号交通安全対策 30

備考路線名

交通安全 国道4号

宇都宮市、
小山市、
大田原市、
矢板市、
那須塩原市、
さくら市、下野市、
上三川町、
野木町、
高根沢町、
那須町

栃木4号交通安全対策 154



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：栃木県 (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 下野市 栃木4号電線共同溝 300 下野市薬師寺電線共同溝 300

路線名 備考



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：栃木県 (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
野木町～那須町
小山市～宇都宮市

栃木4号維持管理 421

維持管理 豪雪対策 20

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:栃木県 (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 国道119号 宇都宮市
宇都宮環状北道路
【茨城西部・宇都宮広域連絡道路】

200

改築 国道408号
宇都宮市、高根沢
町

宇都宮高根沢バイパス
【常総・宇都宮東部連絡道路】

420

改築 国道408号 宇都宮市
真岡～宇都宮バイパス
【常総・宇都宮東部連絡道路】

400

改築 国道408号 真岡市
真岡南バイパス
【常総・宇都宮東部連絡道路】

100

改築 （都） 大通り 宇都宮市 駒生町工区 350

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:栃木県 (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 国道120号 日光市 湯元 15

土砂災害対策 国道122号 日光市 足尾 150

土砂災害対策 (主) 鹿沼足尾線 鹿沼市 上粕尾 27

土砂災害対策 (主) 塩原矢板線 那須塩原市 塩原 120

土砂災害対策 (一) 県民の森矢板線 矢板市 長井 75

土砂災害対策 (一) 松田大月線 足利市 松田町 30

土砂災害対策 (一) 黒磯田島線 那須塩原市 深山 50

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:栃木県 (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 栃木県 栃木県無電柱化推進計画事業 80

(一)烏山停車場線(中央工区）〔那須烏山市〕、(一)石末真岡線(中
郷・萩田工区)〔真岡市〕、(国)121号(天神町工区)〔鹿沼市〕、(国)293
号(堀込町工区）〔足利市〕、(国)294号(旭交差点工区)〔那須烏山
市〕、(国)352号(大師町工区)〔壬生町〕、(主)宇都宮亀和田栃木線
(大町Ⅱ工区）〔栃木市〕、(主)那須黒羽茂木線(茂木工区)〔茂木町〕



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:栃木県 (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 栃木県 橋梁長寿命化修繕計画 2,043 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 栃木県 トンネル長寿命化修繕計画 20 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 栃木県 道路附属物等長寿命化修繕計画 286 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 足利市 橋梁長寿命化修繕計画 25 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 真岡市 橋梁長寿命化修繕計画 49 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 那須塩原市 橋梁長寿命化修繕計画 10 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 那須塩原市 トンネル長寿命化修繕計画 4 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
栃木県

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

栃木県橋梁長寿命化修繕計画
栃木県 那須烏山市 県道10号線 高瀬大橋 橋梁 修繕
栃木県 佐野市 県道200号線 台の橋 橋梁 修繕
栃木県 佐野市 県道200号線 辺釣橋 橋梁 更新
栃木県 佐野市 県道210号線 天神橋側道橋 橋梁 修繕
栃木県 日光市 県道250号線 １４号橋 橋梁 修繕
栃木県 日光市 県道250号線 3号橋 橋梁 修繕
栃木県 佐野市 県道270号線 新海陸橋 橋梁 修繕
栃木県 下野市 県道310号線 谷地賀橋 橋梁 修繕
栃木県 栃木市 県道50号線 巴波橋 橋梁 修繕
栃木県 佐野市 県道9号線 新越名橋 橋梁 修繕
栃木県 真岡市 県道310号 砂ヶ原橋 橋梁 修繕
栃木県 日光市 国道119号 日光橋 橋梁 修繕
栃木県 日光市 国道122号 大屈橋 橋梁 修繕
栃木県 日光市 国道122号 掛水橋 橋梁 修繕
栃木県 さくら市 国道293号 氏家大橋（旧） 橋梁 修繕
栃木県 さくら市 国道293号 氏家大橋（新） 橋梁 修繕
栃木県 佐野市 国道293号線 御榊跨線橋 橋梁 修繕
栃木県 佐野市 国道293号線 山菅跨線橋 橋梁 修繕
栃木県 塩谷町 国道461号 大渡橋 橋梁 修繕
栃木県 栃木市 県道11号線 藤岡大橋 橋梁 修繕
栃木県 宇都宮市 県道125号線 阿久津大橋 橋梁 修繕
栃木県 足利市 県道128号線 川崎橋 橋梁 修繕
栃木県 芳賀町 県道165号線 城興寺一号橋 橋梁 修繕
栃木県 真岡市 県道166号線 石島跨線橋 橋梁 修繕
栃木県 真岡市 県道166号線 大根田側道橋 橋梁 修繕
栃木県 佐野市 県道223号線 高橋大橋 橋梁 修繕
栃木県 鹿沼市 県道240号線 石裂橋 橋梁 修繕
栃木県 日光市 県道249号線 ささくら橋 橋梁 修繕
栃木県 日光市 県道249号線 木戸沢橋 橋梁 修繕
栃木県 日光市 県道250号線 １１号橋 橋梁 修繕
栃木県 日光市 県道250号線 １２号橋 橋梁 修繕
栃木県 那須塩原市 県道266号線 時ヶ崎橋 橋梁 修繕
栃木県 那須町 県道266号線 白笹橋 橋梁 修繕
栃木県 矢板市 県道272号線 川音橋 橋梁 修繕
栃木県 那須烏山市 県道274号線 四斗蒔橋 橋梁 修繕
栃木県 茂木町 県道27号線 行田２号橋 橋梁 修繕
栃木県 那須町 県道290号線 橅山橋（下流側） 橋梁 修繕
栃木県 那須町 県道290号線 橅山橋（上流側） 橋梁 修繕
栃木県 日光市 県道293号線 梅橋 橋梁 修繕
栃木県 那須塩原市 県道30号線 熊川橋 橋梁 修繕
栃木県 那須塩原市 県道30号線 塩那橋 橋梁 修繕
栃木県 大田原市 県道321号線 上蛇木橋 橋梁 修繕
栃木県 大田原市 県道321号線 潰升橋 橋梁 修繕
栃木県 宇都宮市 県道3号線 宮環・鶴田陸橋 橋梁 修繕
栃木県 上三川町 県道47号線 鬼怒大橋（下流側） 橋梁 修繕
栃木県 上三川町 県道47号線 鬼怒大橋（上流側） 橋梁 修繕
栃木県 小山市 県道50号線 乙女大橋 橋梁 更新
栃木県 大田原市 県道53号線 蕪中橋 橋梁 修繕
栃木県 鹿沼市 県道58号線 字穴橋 橋梁 修繕
栃木県 宇都宮市 県道63号線 鎌倉橋 橋梁 修繕
栃木県 宇都宮市 県道64号線 柳田大橋 橋梁 修繕
栃木県 宇都宮市 県道64号線 柳田大橋（新橋） 橋梁 修繕
栃木県 足利市 県道8号線 福猿橋 橋梁 修繕
栃木県 日光市 国道120号 きすげ橋 橋梁 修繕
栃木県 日光市 国道120号 安良沢橋（１） 橋梁 修繕
栃木県 日光市 国道120号 温泉岳橋 橋梁 修繕
栃木県 日光市 国道120号 水沢橋 橋梁 修繕
栃木県 日光市 国道120号 清滝橋 橋梁 修繕
栃木県 日光市 国道120号 大谷橋 橋梁 修繕
栃木県 日光市 国道120号 白根橋 橋梁 修繕
栃木県 日光市 国道121号 鬼怒岩橋 橋梁 修繕
栃木県 日光市 国道121号 五十里橋 橋梁 修繕
栃木県 日光市 国道121号 小綱橋 橋梁 修繕
栃木県 日光市 国道121号 小藤橋 橋梁 修繕
栃木県 日光市 国道121号 野沢橋 橋梁 修繕
栃木県 日光市 国道121号 竜王橋 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
栃木県

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

栃木県 日光市 国道122号 大谷川橋（下り） 橋梁 修繕
栃木県 宇都宮市 国道123号 新鬼怒橋（下流） 橋梁 修繕
栃木県 宇都宮市 国道123号 新鬼怒橋（上流） 橋梁 修繕
栃木県 鹿沼市 国道293号 無名橋（府所２） 橋梁 修繕
栃木県 那須烏山市 国道294号 山あげ大橋 橋梁 修繕
栃木県 那須塩原市 国道400号 鞍下橋 橋梁 修繕
栃木県 那須塩原市 国道400号 猿岩橋 橋梁 修繕
栃木県 那須塩原市 国道400号 逆杉大橋 橋梁 修繕
栃木県 那須塩原市 国道400号 宮崎橋 橋梁 修繕
栃木県 那須塩原市 国道400号 御殿橋 橋梁 修繕
栃木県 那須塩原市 国道400号 峠大橋（塩原９号橋） 橋梁 修繕
栃木県 那須塩原市 国道400号 弁天大橋 橋梁 修繕
栃木県 那須塩原市 国道400号 冷々瀑橋 橋梁 修繕

栃木県トンネル長寿命化修繕計画
栃木県 大田原市 県道179号線 高館トンネル トンネル 修繕
栃木県 那須塩原市 県道369号線 深山トンネル トンネル 修繕
栃木県 那須塩原市 国道400号 猿岩トンネル トンネル 修繕

栃木県道路附属物等長寿命化修繕計画
栃木県 宇都宮市 国道119号線 宮環・上戸祭ミレニアムアンダー 道路附属物等 修繕
栃木県 宇都宮市 国道119号 晃陽中歩道橋 道路附属物等 修繕
栃木県 宇都宮市 国道119号 御幸ヶ原小前歩道橋 道路附属物等 修繕
栃木県 上三川町 県道35号線 上三川町北小歩道橋 道路附属物等 修繕
栃木県 上三川町 県道47号線 井戸川歩道橋 道路附属物等 修繕
栃木県 宇都宮市 県道6号線 上の前歩道橋 道路附属物等 修繕
栃木県 宇都宮市 県道6号線 富士見歩道橋 道路附属物等 修繕
栃木県 宇都宮市 県道73号線 田原西小にこにこ歩道橋 道路附属物等 修繕
栃木県 宇都宮市 国道119号 御幸アンダー 道路附属物等 修繕
栃木県 宇都宮市 国道123号 鐺山松原歩道橋 道路附属物等 修繕
栃木県 宇都宮市 国道123号 清原東小前歩道橋 道路附属物等 修繕

足利市橋梁長寿命化修繕計画
足利市 足利市 市道小俣町69号線 中島１号橋 橋梁 修繕
足利市 足利市 市道板倉町3号線 出合橋 橋梁 修繕

真岡市橋梁長寿命化修繕計画
真岡市 真岡市 市道１２３号線 阿部岡橋 橋梁 撤去
真岡市 真岡市 市道３３３４号線 ９７号橋 橋梁 修繕
真岡市 真岡市 市道５５４４号線 中峯大橋 橋梁 修繕
真岡市 真岡市 市道６０７９号線 泉橋 橋梁 修繕
真岡市 真岡市 市道６１６６号線 21033 橋梁 修繕

那須塩原市橋梁長寿命化修繕計画
那須塩原市 那須塩原市 旧川西２号線 無名橋 橋梁 修繕

那須塩原市トンネル長寿命化修繕計画
那須塩原市 那須塩原市 市道堰場ﾀﾞﾑ線 和田山隧道 トンネル 修繕



栃 木 県

水管理・国土保全局



令和３年度補正予算　河川事業（直轄・栃木県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

利根川 渡良瀬川下流 一般河川改修事業 1,273　
≪栃木

 とち ぎ

県
けん

≫足利市
 あしかがし

、佐野市
  さ  の  し

≪群馬県
ぐん ま けん

≫板倉町
いたくらまち

利根川 渡良瀬川上流 一般河川改修事業 15　

利根川 鬼怒川 一般河川改修事業 515　
≪茨城県

いばらきけん

≫下妻市
しもつまし

≪栃木県
とちぎけん

≫真岡市
も　おか　し

利根川 利根川上流 河川維持修繕事業 219　 伊勢崎
い せ さ き

市
し

、玉村
たまむら

町
まち

～取手市
と り で し

、我孫子
あ び こ

市
し

利根川 渡良瀬川 河川維持修繕事業 196　 みどり市
し

～栃木市
と ち ぎ し

利根川 鬼怒川 河川維持修繕事業 97　 宇都宮市
う つ の み や し

、塩谷町
し お や ま ち

～守谷市
も り や し

利根川 小貝川 河川維持修繕事業 79　 益子
ま し こ

町
まち

～取手市
と り で し

、利根町
と ね ま ち

那珂川 那珂川 河川維持修繕事業 82　 那珂川
な か が わ

町
まち

～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。



令和３年度補正予算　河川事業（補助・栃木県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

利根川 秋山川 河川激甚災害対策特別緊急事業 1,000　 佐野市
さ の し

利根川 巴波川 河川激甚災害対策特別緊急事業 170　 栃木
と ち ぎ

市
し

利根川 武名瀬川 大規模特定河川事業 200　 上三川町
かみのかわまち

利根川 姿川 大規模特定河川事業 210　 宇都宮市
う つ の み や し

利根川 旗川 大規模特定河川事業 250　 足利市
あ し か が し

利根川 名草川 大規模特定河川事業 100　 足利市
あ し か が し



栃木県

　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 鬼怒川ダム統合管理 12

利根川五十里ダム 291

利根川川俣ダム 117

利根川川治ダム 230

利根川渡良瀬遊水池 50

利根川湯西川ダム 129

水資源開発事業 利根川思川開発 1,400

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備　　　　　考



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

とねがわ おじかがわ せりざわ せりざわとこかためぐん にっこうし せりざわ

日光砂防 砂防 利根川 男鹿川 芹沢 芹沢床固群 日光市 芹沢 床固工 100
砂防
合計 1 箇所 100

とねがわ だいやがわ だいやがわとこがためぐん にっこうし ところの

火山砂防 利根川 大谷川 大谷川床固群 日光市 所野 床固工 740
とねがわ きぬがわ きぬがわりゅういきしせつかいちく にっこうし かわまた

利根川 鬼怒川 鬼怒川流域施設改築 日光市 川俣 砂防堰堤工 30
とねがわ だいやがわ うまがえしさんぷくこう にっこうし ほそおまち

利根川 大谷川 馬返山腹工 日光市 細尾町 山腹工 56
とねがわ だいやがわ だいやがわりゅういきしせつかいちく にっこうし にっこう

利根川 大谷川 大谷川流域施設改築 日光市 日光 砂防堰堤工 52
火山砂防
合計 4 箇所 878

合計 5 箇所 978

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（栃木県　１／２）

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



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

とねがわ わたらせがわ まつきさんぷくこう にっこうし あしおまち

渡良瀬川河川 砂防 利根川 渡良瀬川 松木山腹工 日光市 足尾町 山腹工 240
とねがわ わたらせがわ にたもとがわ にたもとがわさぼうえんていかいちく にっこうし あしおまち

利根川 渡良瀬川 仁田元川 仁田元川砂防堰堤改築 日光市 足尾町 砂防堰堤工 120
とねがわ わたらせがわ まつきがわ まつきがわじょうりゅうえんていぐんかいちく にっこうし あしおまち

利根川 渡良瀬川 松木川 松木川上流堰堤群改築 日光市 足尾町 砂防堰堤工 100
とねがわ わたらせがわ でがわ でがわとこがためぐん にっこうし あしおまち

利根川 渡良瀬川 出川 出川床固群 日光市 足尾町 床固工 100

合計 4 箇所 560

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（栃木県　２／２）

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



砂防
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

事業間連携 とねがわ しまださわ かぬまし かみながの さぼうえんていこう

砂防等事業 利根川 島田沢 鹿沼市 上永野 砂防堰堤工 10

なかがわ かわまたせきね－１ はがぐん もてぎまち かわまたせきね さぼうえんていこう

那珂川 河又関根－１ 芳賀郡 茂木町 河又関根 砂防堰堤工 10

とねがわ てんちょうしもさわ しおやぐん しおやまち ふにゅう さぼうえんていこう

利根川 天頂下沢 塩谷郡 塩谷町 船生 砂防堰堤工 10
なかがわ あらやしきさんごうさわ なすからすやまし おおぎす さぼうえんていこう

那珂川 新屋敷三号沢 那須烏山市 大木須 砂防堰堤工 10
とねがわ よべよんごうさわ あしかがし つきやちょう さぼうえんていこう

利根川 五十部四号沢 足利市 月谷町 砂防堰堤工 10

５箇所 50

令和３年度補正予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（栃木県　1/2）

合計

事業区分 所在地水系名 渓流名



急傾斜
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

事業間連携 さんたんばたけⅠ-A なすぐん なかがわまち やまた ぼうごさくこう

砂防等事業 三反畑Ⅰ-Ａ 那須郡 那珂川町 矢又 防護柵工 67

１箇所 67
※急傾斜の事業費は補助基本額である

合計

令和３年度補正予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（栃木県　2/2）

事業区分 水系名 箇所名 所在地



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

とねがわ きぬがわ からさわ わみさわさんぷくこう にっこうし かみくりやま

日光砂防 火山砂防 利根川 鬼怒川 唐沢 ワミ沢山腹工 日光市 上栗山 山腹工 170

合計 1 箇所 170

事業費
（百万円）

備　考

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（ゼロ国）（栃木県　１／２）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

とねがわ わたらせがわ あしおかんないさぼうしせつかいちく にっこうし あしおまち

渡良瀬川河川 砂防 利根川 渡良瀬川 足尾管内砂防施設改築 日光市 足尾町 砂防堰堤工 60

合計 1 箇所 60

事業費
（百万円）

備　考

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（ゼロ国）（栃木県　２／２）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種



栃　木　県

都市局



令和３年度　補正予算配分

一般会計　（組織）国土交通本省　 栃木県

（項）都市再生・地域再生整備事業費　　（目）都市構造再編集中支援事業費補助　　（目細）都市構造再編集中支援事業費補助 （単位：千円）

事業 継続

都市名 主体 新規 箇　所　名 補助率 内示額 今回内示額 改内示額 摘　　要

1/2, 280,400 2,308,000 2,588,400

宇都宮市 宇都宮市 継続 宇都宮都市拠点地区 4.5/10 140,200 1,037,000 1,177,200 ５か年加速化対策分

1/2, 168,889 12,000 180,889

宇都宮市 宇都宮市 継続 宮原運動公園周辺地区 4.5/10 76,000 6,000 82,000

207,800 12,000 219,800

下野市 下野市 継続 自治医大駅周辺地区 1/2 103,900 6,000 109,900

503,200 12,000 515,200

下野市 下野市 継続 石橋駅西口地区 1/2 251,600 6,000 257,600

1/2, 18,947 30,000 48,947

芳賀町 芳賀町 継続 芳賀中央地区 4.5/10 9,000 15,000 24,000

1,179,236 2,374,000 3,553,236

合計 580,700 1,070,000 1,650,700

内示額について、下段を国費とする。



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：地域連携（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:栃木県 (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 （都） 大通り 宇都宮市 駒生町工区 350 ※

※防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策

路線名 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:栃木県 (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 栃木県 栃木県無電柱化推進計画事業 80

(一)烏山停車場線(中央工区）〔那須烏山市〕、(一)石末真岡
線(中郷・萩田工区)〔真岡市〕、(国)121号(天神町工区)〔鹿沼
市〕、(国)293号(堀込町工区）〔足利市〕、(国)294号(旭交差点
工区)〔那須烏山市〕、(国)352号(大師町工区)〔壬生町〕、(主)
宇都宮亀和田栃木線(大町Ⅱ工区）〔栃木市〕、(主)那須黒羽
茂木線(茂木工区)〔茂木町〕

※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
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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　社会資本整備総合交付金の配分（加速化対策分）

（栃木県）
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

拠点間の連携・交流を支えると
ちぎの道づくり

栃木県,宇都宮市,栃木市,鹿沼市,日光市,真
岡市,大田原市,那須塩原市,那須烏山市,下
野市,益子町,茂木町,高根沢町,那須町,上三
川町

530,500 

とちぎの成長・発展を支える社
会基盤整備

栃木県,宇都宮市,真岡市,鹿沼市,上三川町,
市貝町,芳賀町

74,250 

六美町北部地区における良好な
住環境の構築

栃木県 23,650 

亀山北地区の安全・安心で良好
な都市環境の創造（第二期）

栃木県 1,250 

宇都宮都市圏における拠点間
ネットワークの連携強化と都市
基盤の機能・質を高めるまちづ
くり（第二期）

宇都宮市,芳賀町 790,000 

1,419,650 

※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）

（栃木県）
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

とちぎの安全・安心を確保する
強くしなやかな道路づくり

栃木県,真岡市,那須烏山市,下野市,宇都宮
市,足利市,栃木市,佐野市,鹿沼市,日光市,
小山市,大田原市,矢板市,那須塩原市,さく
ら市,上三川町,益子町,茂木町,市貝町,芳賀
町,壬生町,野木町,高根沢町,那須町

1,353,686 

防災・減災対策の推進による災
害に強い道路の整備（防災・安
全）

栃木県,上三川町,高根沢町,那須町,栃木市,
真岡市,宇都宮市,那須烏山市,下野市,茂木
町,塩谷町,壬生町

305,250 

栃木県における総合的な浸水対
策の推進（防災・安全）

栃木県,宇都宮市,小山市,足利市,栃木市,佐
野市,鹿沼市,日光市,真岡市,大田原市,矢板
市,那須塩原市,さくら市,那須烏山市,下野
市,上三川町,益子町,茂木町,市貝町,芳賀
町,壬生町,塩谷町,高根沢町,那須町,那珂川
町

2,410,000 

栃木県における総合的な浸水対
策の推進（防災・安全）（重
点）

小山市,栃木県 397,000 

土砂災害に強い防災基盤整備計
画（防災・安全）

栃木県,宇都宮市,足利市,栃木市,佐野市,鹿
沼市,日光市,小山市,真岡市,大田原市,矢板
市,那須塩原市,さくら市,那須烏山市,益子
町,茂木町,市貝町,芳賀町,野木町,塩谷町,
高根沢町,那須町,那珂川町

452,250 

土砂災害に強い防災基盤整備計
画（防災・安全）（重点）

栃木県 123,020 

栃木県における災害に強い下水
道整備（防災・安全）

栃木県,宇都宮市,足利市,佐野市,鹿沼市,日
光市,小山市,真岡市,大田原市,矢板市,那須
塩原市,那須烏山市,下野市,上三川町,益子
町,壬生町,野木町,高根沢町,那須町,那珂川
町

420,000 

栃木県における災害に強い都市
をつくる下水道整備（防災・安
全）（重点計画）

宇都宮市,足利市,栃木市,佐野市,鹿沼市,小
山市,真岡市,矢板市,那須塩原市,さくら市,
下野市,上三川町,益子町,茂木町,壬生町,野
木町,高根沢町

53,000 

広域防災拠点の整備及び長寿命
化対策による安全で安心な都市
公園づくり（防災・安全）（第
二期）

栃木県 80,500 

栃木県地域住宅等整備計画（防
災・安全）（第二期）（重点計
画）〔②R3～R4/H29～R4〕

栃木県,宇都宮市,茂木町,那須町,那須塩原
市,市貝町

13,546 



（栃木県）
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

宇都宮市における安全で安心な
公園づくりの推進（防災・安
全）

宇都宮市 55,000 

小幡・清住地区周辺における住
環境の向上と安全で快適な都市
基盤整備（防災・安全）

宇都宮市 128,900 

足利市における安全で安心な公
園づくりの推進（防災・安全）
（第二期）

足利市 15,000 

小山市　安全・安心な都市公園
づくり（第二期）（防災・安
全）

小山市 7,000 

真岡市公園施設長寿命化計画 真岡市 15,000 

下野市　安全で安心な都市公園
づくり（防災・安全）

下野市 15,000 

5,844,152 

※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）

（栃木県）
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

栃木県の市街地内における鉄道
駅アクセス道路等の強化

栃木県 168,800 

栃木県の市街地内における拠点
間ネットワークの連携強化

栃木県 80,000 

とちぎの成長・発展を支える社
会基盤整備

栃木県,宇都宮市,真岡市,鹿沼市,上三川町,
市貝町,芳賀町

41,250 

拠点間の連携・交流を支えると
ちぎの道づくり

栃木県,宇都宮市,栃木市,鹿沼市,日光市,真
岡市,大田原市,那須塩原市,那須烏山市,下
野市,益子町,茂木町,高根沢町,那須町,上三
川町

25,000 

益子町役場周辺における安全安
心な住環境の構築

栃木県 12,000 

亀山北地区の安全・安心で良好
な都市環境の創造（第二期）

栃木県 6,000 

栃木県における快適な生活をつ
くる下水道整備（重点計画）

栃木県,足利市,栃木市,佐野市,鹿沼市,日光
市,小山市,真岡市,大田原市,矢板市,那須塩
原市,さくら市,那須烏山市,益子町,茂木町,
市貝町,壬生町,野木町,高根沢町,那須町

10,000 

栃木県における安全で快適な生
活をつくる下水道整備

栃木県,宇都宮市,那須塩原市,さくら市,下
野市,上三川町,市貝町,芳賀町

7,000 

宇都宮都市圏における拠点間
ネットワークの連携強化と都市
基盤の機能・質を高めるまちづ
くり（第二期）

宇都宮市,芳賀町 460,700 

足利市における鉄道駅アクセス
強化によるにぎわいのあるまち
づくり

足利市 4,000 

佐野市における良好な都市環境
整備に向けた都市公園事業

佐野市 15,000 

829,750 

※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）

（栃木県）
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

子どもたちの安全・安心を確保
する通学路整備

栃木県,宇都宮市,足利市,栃木市,鹿沼市,日
光市,小山市,真岡市,大田原市,那須塩原市,
那須烏山市,下野市,上三川町,益子町,茂木
町,市貝町,芳賀町,壬生町,野木町,高根沢
町,那須町,那珂川町,さくら市,矢板市

919,308 

栃木県の市街地内における通学
路の要対策箇所の安全確保（防
災・安全）

栃木県,小山市,鹿沼市 131,450 

とちぎの安全・安心を確保する
強くしなやかな道路づくり

栃木県,真岡市,那須烏山市,下野市,宇都宮
市,足利市,栃木市,佐野市,鹿沼市,日光市,
小山市,大田原市,矢板市,那須塩原市,さく
ら市,上三川町,益子町,茂木町,市貝町,芳賀
町,壬生町,野木町,高根沢町,那須町

24,500 

1,075,258 

※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


