
神奈川県

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：神奈川県 (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246号 厚木市、伊勢原市 厚木秦野道路 233

改築 国道246号 伊勢原市～秦野市 厚木秦野道路（伊勢原西～秦野中井） 50

改築 国道357号 川崎市～横須賀市 東京湾岸道路（神奈川県区間） 120

改築 国道468号 横浜市 首都圏中央連絡自動車道（金沢～戸塚） 120

改築 国道468号 横浜市～藤沢市 首都圏中央連絡自動車道（横浜湘南道路） 1,000

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：神奈川県 (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16号 横浜市、相模原市 神奈川16号交通安全対策 46

交通安全 国道20号 相模原市 神奈川20号交通安全対策 10

交通安全 国道357号 川崎市 神奈川357号交通安全対策 1

路線名 備考

交通安全 国道1号

交通安全 国道246号
座間市、大和市、
厚木市、伊勢原
市、秦野市

神奈川246号交通安全対策 162

横浜市、川崎市、
藤沢市、小田原
市、大磯町

神奈川1号交通安全対策 194



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：神奈川県 (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16号 横須賀市 神奈川16号電線共同溝 90 馬堀海岸電線共同溝 90

上草柳電線共同溝（大和市） 170

東原電線共同溝（座間市） 40

電線共同溝 国道357号 横浜市 神奈川357号電線共同溝 100 新磯子（３）電線共同溝 100

210

路線名 備考

電線共同溝 国道246号 大和市、座間市 神奈川246号電線共同溝



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：神奈川県 (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1号 川崎市～箱根町 神奈川1号維持管理 383

維持管理 国道16号 横須賀市～相模原市 神奈川16号維持管理 17

維持管理 国道20号 相模原市 神奈川20号維持管理 214

維持管理 国道246号 川崎市～山北町 神奈川246号維持管理 19

維持管理 国道357号 川崎市、横浜市 神奈川357号維持管理 11

維持管理 カーボンニュートラル・豪雪対策 69

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

所　　管：国土交通省

都道府県名：神奈川県 (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468号 横浜市 首都圏中央連絡自動車道（金沢～戸塚） 200

改築 国道468号 横浜市～藤沢市 首都圏中央連絡自動車道（横浜湘南道路） 200

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（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：神奈川県 (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1号 川崎市～箱根町 神奈川1号維持管理 200

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:神奈川県 (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） 原宿六ツ浦 横浜市 （仮称）公田ICアクセス 200

改築 （都） 横浜藤沢線 鎌倉市 関谷工区 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:神奈川県 (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 神奈川県 神奈川県無電柱化推進計画事業 100
(国)134号(根岸町)〔横須賀市〕、(主)御殿場大井(吉田島)〔開成
町〕、(主)秦野二宮（一色）〔二宮町〕、(主)平塚伊勢原(伊勢原)〔伊勢
原市〕

無電柱化推進計画事業 川崎市 川崎市無電柱化推進計画事業 486
(一)鶴見溝ノ口線、(市)南幸町渡田線、(都)菅早野線（下麻生工
区）、(都)世田谷町田線（片平工区）

無電柱化推進計画事業 横浜市 横浜市無電柱化推進計画事業 1,528

(一)横浜上麻生（青葉区役所周辺地区）、(市)三ツ沢第380号線ほ
か１路線（保土ケ谷区役所周辺）、(市)山下長津田線ほか１路線（緑
区役所周辺地区）、(市)鶴見第109号線ほか１路線（鶴見土木事務
所周辺）、(市)末吉橋第121号線、(主)横浜伊勢原(立場地区)、(主)
環状2号(菅田・岸根地区）、(主)環状2号線(上末吉～羽沢地区)、
(主)原宿六ツ浦(笠間地区)、(主)山下本牧磯子線(西町・新山下地
区)、(主)鶴見溝ノ口線、(都) 桂町戸塚遠藤線



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:神奈川県 (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） 横須賀市 久里浜西口地区 横須賀市 26



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:神奈川県 (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 神奈川県 橋梁長寿命化修繕計画 162 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 神奈川県 トンネル長寿命化修繕計画 56 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 神奈川県 道路附属物等長寿命化修繕計画 124 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 横浜市 橋梁長寿命化修繕計画 346 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 川崎市 橋梁長寿命化修繕計画 50 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 相模原市 橋梁長寿命化修繕計画 282 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 相模原市 トンネル長寿命化修繕計画 8 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 相模原市 道路附属物等長寿命化修繕計画 67 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 横須賀市 橋梁長寿命化修繕計画 140 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 藤沢市 橋梁長寿命化修繕計画 33 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 三浦市 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 秦野市 道路附属物等長寿命化修繕計画 59 個別の構造物は別紙参照



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:神奈川県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

道路メンテナンス事業 伊勢原市 橋梁長寿命化修繕計画 46 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
神奈川県

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

神奈川県橋梁長寿命化修繕計画
神奈川県 清川村 伊勢原津久井 湯出川橋 橋梁 修繕
神奈川県 小田原市 国道135号 江之浦橋 橋梁 修繕
神奈川県 小田原市 国道135号 第一江之浦橋 橋梁 修繕
神奈川県 厚木市 国道412号 山中陣屋橋(下り線) 橋梁 修繕
神奈川県 厚木市 国道412号 山中陣屋橋(上り線) 橋梁 修繕
神奈川県 平塚市 相模原大磯 孤島橋 橋梁 修繕
神奈川県 海老名市 相模原茅ケ崎 三島橋 橋梁 修繕
神奈川県 秦野市 平塚秦野 新逆川橋 橋梁 修繕
神奈川県 平塚市 平塚秦野 平塚橋 橋梁 修繕
神奈川県 座間市 町田厚木 鳩川橋 橋梁 修繕
神奈川県 座間市 町田厚木 宮前橋 橋梁 修繕
神奈川県 綾瀬市 丸子中山茅ケ崎 寥川橋 橋梁 修繕
神奈川県 清川村 宮ヶ瀬愛川 山吹橋 橋梁 修繕
神奈川県 相模原市 国道129号 新昭和橋（左上流側） 橋梁 修繕
神奈川県 厚木市 藤沢座間厚木 座架依橋（右岸高架橋） 橋梁 修繕

神奈川県トンネル長寿命化修繕計画
神奈川県 山北町 山北藤野 安戸隧道 トンネル 修繕
神奈川県 横須賀市 横須賀三崎 新金子隧道 トンネル 修繕
神奈川県 横須賀市 横須賀三崎 衣笠隧道 トンネル 修繕
神奈川県 愛川町 宮ヶ瀬愛川 大沢トンネル トンネル 修繕
神奈川県 清川村 宮ヶ瀬愛川 石小屋トンネル トンネル 修繕
神奈川県 小田原市 国道135号 根府川隧道 トンネル 修繕
神奈川県 真鶴町 国道135号 屏風岩隧道 トンネル 修繕
神奈川県 大井町 秦野大井 篠窪トンネル トンネル 修繕

神奈川県道路附属物等長寿命化修繕計画
神奈川県 南足柄市 栢山停車場塚原 山崎歩道橋 道路附属物等 修繕
神奈川県 藤沢市 国道134号 辻堂西海岸歩道橋 道路附属物等 修繕
神奈川県 藤沢市 国道134号 西浜歩道橋 道路附属物等 修繕
神奈川県 茅ヶ崎市 国道134号 浜須賀歩道橋 道路附属物等 修繕
神奈川県 茅ヶ崎市 国道134号 柳島第二歩道橋 道路附属物等 修繕
神奈川県 大井町 平塚松田 高尾歩道橋 道路附属物等 修繕
神奈川県 山北町 山北藤野 小滝洞門 道路附属物等 修繕
神奈川県 山北町 山北藤野 山北歩道橋 道路附属物等 修繕
神奈川県 横須賀市 横須賀三崎 上町歩道橋 道路附属物等 修繕
神奈川県 山北町 山北藤野 中川洞門 道路附属物等 修繕
神奈川県 二宮町 秦野二宮 浜端歩道橋 道路附属物等 修繕
神奈川県 平塚市 平塚秦野 金目第二歩道橋 道路附属物等 修繕

横浜市橋梁長寿命化修繕計画
横浜市 横浜市 県道川崎町田 末吉橋（下り線） 橋梁 更新
横浜市 横浜市 県道川崎町田 末吉橋（上り線） 橋梁 更新
横浜市 横浜市 市道環状2号線 新横浜陸橋 橋梁 修繕

川崎市橋梁長寿命化修繕計画
川崎市 川崎市幸区 一般県道川崎町田線 末吉橋 橋梁 更新

相模原市橋梁長寿命化修繕計画
相模原市 相模原市 市道賽の神大鐘 大鐘跨道橋 橋梁 修繕
相模原市 相模原市 市道奥牧野綱子 綱子沢橋 橋梁 修繕
相模原市 相模原市 県道515号三井相模湖 あてら沢橋 橋梁 修繕
相模原市 相模原市 国道129号 新昭和橋（左上流側） 橋梁 修繕
相模原市 相模原市 市道久所堀之内 無名橋（市道久所堀之内） 橋梁 修繕
相模原市 相模原市 市道平戸5号 JR西跨線橋 橋梁 修繕

相模原市トンネル長寿命化修繕計画
相模原市 相模原市緑区 県道76号山北藤野 菅井隧道 トンネル 修繕

相模原市道路附属物等長寿命化修繕計画
相模原市 相模原市 県道505号橋本停車場 旭小学校前歩道橋 道路附属物等 修繕
相模原市 相模原市南区 県道52号相模原町田 下当麻立体 道路附属物等 修繕
相模原市 相模原市 国道412号 嵐山洞門 道路附属物等 修繕
相模原市 相模原市緑区 国道413号 三ヶ木歩道橋 道路附属物等 修繕
相模原市 相模原市南区 市道下森中和田 鹿嶋隧道 道路附属物等 修繕
相模原市 相模原市中央区 市道相模氷川 相模原駅南口ペデストリアンデッキ 道路附属物等 修繕

横須賀市橋梁長寿命化修繕計画
横須賀市 横須賀市 市道409号 田浦第一跨線人道橋(大泉橋) 橋梁 修繕
横須賀市 横須賀市 市道4643号 森崎橋 橋梁 修繕
横須賀市 横須賀市 市道5078号 長瀬人道橋 橋梁 修繕

藤沢市橋梁長寿命化修繕計画
藤沢市 藤沢市 藤沢村岡 東橋 橋梁 修繕

三浦市橋梁長寿命化修繕計画



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
神奈川県

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

三浦市 三浦市 市道1108号線 29号橋 橋梁 更新
秦野市道路附属物等長寿命化修繕計画

秦野市 秦野市 市道658号線 天神隧道 道路附属物等 修繕
伊勢原市橋梁長寿命化修繕計画

伊勢原市 伊勢原市 市道418号線 三ノ宮橋 橋梁 修繕
伊勢原市 伊勢原市 市道634号線 熊野橋 橋梁 修繕
伊勢原市 伊勢原市 市道1号線 十二神橋 橋梁 修繕



神 奈 川 県

水管理・国土保全局



令和３年度補正予算　河川事業（直轄・神奈川県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

多摩川 多摩川 一般河川改修事業 760　
≪東京都

とう きょう と

≫大田区
おお た   く

、日野市
 ひ  の   し

≪神奈川県
  か  な がわけん

≫川崎市
 かわさき し

相模川 相模川 一般河川改修事業 210　 平塚市
ひらつかし

鶴見川 鶴見川 流域治水整備事業 190　 横浜市
よこはまし

多摩川 多摩川 河川維持修繕事業 367　 青梅市
お う め し

～河口
か こ う

相模川 相模川 河川維持修繕事業 16　 寒川
さむかわ

町
まち

、平塚市
ひ ら つ か し

～河口
か こ う

鶴見川 鶴見川 河川維持修繕事業 96　 横浜市
よ こ は ま 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。



令和３年度補正予算　河川事業（補助・神奈川県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

境川 柏尾川 大規模特定河川事業 501　 横浜市
よ こ は ま し

山王川 山王川 大規模特定河川事業 168　 小田原市
お だ わ ら し



砂防
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

大規模更新 はやかわ おおわくさわ あしがらしもぐん はこねまち せんごくばら えんていかいりょうこう

砂防等事業 早川 大涌沢 足柄下郡 箱根町 仙石原 堰堤改良工 5

1箇所 5

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（神奈川県　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 にしうらがちょう２ちょうめＢ よこすかし にしうらがちょう２ちょうめ のりわくこう

砂防等事業 西浦賀町２丁目Ｂ 横須賀市 西浦賀町２丁目 法枠工 46

1箇所 46
※急傾斜の事業費は補助基本額である

事業区分 水系名 箇所名 所在地

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（神奈川県　2/2）



関東地方整備局（神奈川県） （単位：百万円）

海岸保全施設整備事業 西湘海岸 大磯
おおいそ

町
まち

、二宮町
にのみやまち

530

神奈川県　計 530

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



神　奈　川　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：　神奈川県

（単位：百万円）

整備 明治記念大磯邸園 中郡大磯町 542

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



一般会計　（組織）国土交通本省　 神奈川県

（項）都市再生・地域再生整備事業費　　（目）都市再生推進事業費補助　（目細）都市再生推進事業費補助 （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

101,000 30,400 131,400

川崎市 民間事業者 新規 小杉駅周辺地区 1/2 50,500 15,200 65,700 まちなかウォーカブル推進事業

101,000 30,400 131,400

合計 50,500 15,200 65,700

内示額について、下段を国費とする。

令和３年度　補正予算配分



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:神奈川県 (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） 横浜藤沢線 鎌倉市 関谷工区 20 ※

※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:神奈川県 (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 神奈川県 神奈川県無電柱化推進計画事業 100
(国)134号(根岸町)〔横須賀市〕、(主)御殿場大井(吉田島)〔開
成町〕、(主)秦野二宮（一色）〔二宮町〕、(主)平塚伊勢原(伊勢
原)〔伊勢原市〕

無電柱化推進計画事業 川崎市 川崎市無電柱化推進計画事業 486
(一)鶴見溝ノ口線、(市)南幸町渡田線、(都)菅早野線（下麻生
工区）、(都)世田谷町田線（片平工区）

無電柱化推進計画事業 横浜市 横浜市無電柱化推進計画事業 1,528

(一)横浜上麻生（青葉区役所周辺地区）、(市)三ツ沢第380号
線ほか１路線（保土ケ谷区役所周辺）、(市)山下長津田線ほ
か１路線（緑区役所周辺地区）、(市)鶴見第109号線ほか１路
線（鶴見土木事務所周辺）、(市)末吉橋第121号線、(主)横浜
伊勢原(立場地区)、(主)環状2号(菅田・岸根地区）、(主)環状2
号線(上末吉～羽沢地区)、(主)原宿六ツ浦(笠間地区)、(主)
山下本牧磯子線(西町・新山下地区)、(主)鶴見溝ノ口線、(都)
桂町戸塚遠藤線

※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

神奈川県

神奈川県

神奈川県国際戦略港湾 横 浜 横 浜 市 小 計 6,336 6,336

神奈川県 直 轄 6,106 6,106

神奈川県 補 助 230 230

神奈川県

神奈川県航 路 東 京 湾 中 央 国 小 計 50 50

神奈川県 直 轄 50 50

神奈川県

6,386 6,386

※東京湾中央航路については、千葉県と神奈川県にまたがっているため、両県に記載している。

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

神 奈 川 県
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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

神奈川県 （単位：百万円）

事　業　名 箇　所　名 所　在　地 事 業 費 備　　考

官庁営繕費 横浜海上防災基地 横浜市　中区 68 津波対策

合　　計 68



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）

（神奈川県）
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.多様な交流を支える道路網の
整備

神奈川県,伊勢原市,厚木市 370,000 

370,000 

※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）

（神奈川県）
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

４．計画的な維持管理による安
全・安心な道路環境の確保（防
災・安全）

神奈川県 262,083 

14.市町村道の計画的な維持管理
と震災対策による安全・安心な
道路環境の確保（防災・安全）

横須賀市,平塚市,鎌倉市,藤沢市,小田原市,
茅ヶ崎市,逗子市,三浦市,秦野市,厚木市,大
和市,伊勢原市,海老名市,座間市,南足柄市,
綾瀬市,寒川町,大磯町,二宮町,中井町,松田
町,山北町,開成町,箱根町,真鶴町,湯河原
町,愛川町

232,440 

15.国土強靭化地域計画に基づく
市町村道整備の推進（防災・安
全）

横須賀市,小田原市,海老名市,綾瀬市 220,000 

24.安全・安心で暮らしやすい生
活空間の確保（防災・安全）

神奈川県 82,500 

３．全ての人々が安全・安心で
暮らしやすい社会基盤の創造
（防災・安全）

神奈川県 55,232 

25．神奈川県国土強靭化地域計
画に基づく道路の防災・減災対
策の推進（防災・安全）

神奈川県 55,000 

23．国土強靭化地域計画に基づ
く道路網の整備

神奈川県 24,750 

神奈川県内における総合的な浸
水対策の推進（防災・安全）
（緊急対策）

神奈川県 1,725,340 

神奈川県内における総合的な浸
水対策の推進（防災・安全）

神奈川県 1,885,160 

２　神奈川県内における土砂災
害対策等の推進（防災・安全）

神奈川県,横須賀市,茅ヶ崎市,三浦市,秦野
市,厚木市,座間市,大磯町,中井町,山北町,
愛川町,清川村,川崎市,相模原市,鎌倉市,小
田原市,逗子市,大和市,伊勢原市,海老名市,
南足柄市,綾瀬市,二宮町,松田町,箱根町

464,592 

１　 神奈川県内における土砂災
害対策等の推進（防災・安全）
【重点】

神奈川県 50,213 

神奈川県における下水道事業の
推進（防災・安全）

神奈川県 60,000 



（神奈川県）
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

相模湾沿岸における高潮・侵食
対策の推進（防災・安全）

神奈川県 90,000 

神奈川県防災・安全に資する都
市公園整備計画（防災・安全）
（第三期）

神奈川県 28,000 

横須賀港における安全・安心対
策に係る港湾の整備（防災・安
全）（重点）

横須賀市 42,000 

横須賀市公共下水道事業（防
災・安全）

横須賀市 120,000 

横須賀市安全で安心できるみん
なの都市公園づくり（防災・安
全）

横須賀市 47,500 

大規模盛土造成地変動予測調査
（防災・安全）（案）

横須賀市 6,000 

鎌倉市下水道防災事業計画第３
期（防災・安全）

鎌倉市 26,300 

鎌倉市下水道地震対策事業計画
第２期（重点計画）

鎌倉市 13,500 

湘南のひかり輝く海・まちを未
来へつなぐ下水道（防災・安
全）（第三期）

藤沢市 65,000 

準用河川一色川流域浸水対策の
推進（防災・安全）

藤沢市 5,000 

誰もが行きたくなる公園づくり 藤沢市 15,000 

茅ヶ崎市における循環のみちの
実現（防災・安全）（重点計
画）

茅ヶ崎市 14,000 

はだの　下水道防災事業計画
（第３期）

秦野市 38,000 

まちの健康・大和市下水道安全
安心なまちづくり（防災・安
全）（重点計画）

大和市 65,500 



（神奈川県）
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

伊勢原市安全で災害に強いまち
の実現（防災・安全）（重点計
画）

伊勢原市 29,500 

伊勢原市安全で災害に強いまち
の実現（防災・安全）

伊勢原市 25,000 

伊勢原市安全・安心できる公園
の整備（第3期）

伊勢原市 15,000 

葉山町公共下水道防災・安全計
画（第３期）

葉山町 159,900 

横浜市における安全・安心のか
わづくり計画（防災・安全）

横浜市 527,000 

横浜市下水道整備計画（防災・
安全）

横浜市 1,113,505 

横浜港における高潮・津波対策
整備計画（防災・安全）（重
点）

横浜市 22,000 

横浜市における安全・安心な都
市公園づくり（防災・安全）
【重点】

横浜市 118,750 

横浜市における安全・安心のま
ちづくり（防災・安全）その３

横浜市 49,500 

登戸・向ヶ丘遊園駅周辺地区に
おける防災安全を促進する公共
空間の整備（Ⅱ期）（防災・安
全）

川崎市 40,000 

災害に強く豊かな環境を育む安
全・安心な地域づくり（防災・
安全）

川崎市 110,000 

川崎市公共下水道　社会資本総
合整備計画（防災・安全）

川崎市 946,500 

安全・安心な暮らしを支える基
盤整備計画（第二期）（防災・
安全）

相模原市 110,450 

浸水被害に対応する下水道整備
事業（防災・安全）（重点）

相模原市 47,000 



（神奈川県）
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

相模原市宅地耐震化推進事業(防
災・安全)

相模原市 6,200 

9,013,415 

※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）

（神奈川県）
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.多様な交流を支える道路網の
整備

神奈川県,伊勢原市,厚木市 62,500 

８.地域や拠点の連携を強化する
道路ネットワークの機能確保

藤沢市,小田原市,茅ヶ崎市,伊勢原市,海老
名市,綾瀬市,大磯町,大井町,松田町,山北
町,箱根町,真鶴町,南足柄市,愛川町

58,500 

相模湾の港湾における安全で快
適な港づくり

神奈川県 20,000 

神奈川県都市公園整備計画（第
三期）

神奈川県 21,000 

神奈川県内におけるうるおいと
やすらぎのある水辺づくり

神奈川県 99,000 

官民連携による長井海の手公園
賑わい拠点創出事業

横須賀市 279,449 

平塚市都市公園整備計画 平塚市 41,695 

伊勢原市総合運動公園再整備計
画

伊勢原市 26,660 

横浜経済の活性化と市民生活を
豊かにする総合港湾づくり

横浜市 75,000 

多様な緑のネットワーク形成と
人に優しいみどりのまちづくり

川崎市 63,000 

746,804 

※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）

（神奈川県）
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

24.安全・安心で暮らしやすい生
活空間の確保（防災・安全）

神奈川県 158,490 

13.市町村道における交通安全対
策の推進（防災・安全）

横須賀市,平塚市,鎌倉市,藤沢市,小田原市,
茅ヶ崎市,三浦市,秦野市,大和市,伊勢原市,
海老名市,座間市,綾瀬市,寒川町,大磯町,大
井町,松田町,愛川町,厚木市

91,300 

7. 通学路等の生活空間における
安全・安心の確保（防災・安
全）

小田原市,逗子市,三浦市,秦野市,伊勢原市,
座間市,藤沢市,海老名市,大井町,平塚市,南
足柄市,松田町,茅ヶ崎市,開成町

68,640 

歩行者の安全を確保する道路環
境整備（防災・安全）

横須賀市,藤沢市 6,875 

横須賀市公共下水道事業（防
災・安全）

横須賀市 709,500 

７　安全・安心なみちづくり計
画（その２）（防災・安全）

横浜市 5,500 

川崎市内における安全・安心な
交通環境の整備（防災・安全）

川崎市 49,500 

1,089,805 

※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


