
新 潟 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：新潟県 (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7号 新潟市 栗ノ木道路 300

改築 国道7号 新潟市 紫竹山道路 200

改築 国道7号 村上市 朝日温海道路 2,100

改築 国道8号 柏崎市 柏崎バイパス 600

改築 国道17号 南魚沼市 六日町バイパス 200

改築 国道49号 阿賀野市 水原バイパス 1,300

改築 国道113号 関川村 鷹ノ巣道路 200

改築 国道253号 上越市 上越三和道路 150

改築 国道253号 十日町市 十日町道路 50

改築 国道253号 十日町市～南魚沼市 八箇峠道路 200

改築 国道289号 三条市 八十里越 500

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：新潟県 (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7号 村上市、新潟市 新潟7号交通安全対策 148

交通安全 国道49号 阿賀野市、阿賀町 新潟49号交通安全対策 20

交通安全 国道113号 関川村 新潟113号交通安全対策 1

交通安全 国道116号
長岡市、燕市、
新潟市

新潟116号交通安全対策 148

交通安全 日本海沿岸東北自動車道 村上市 新潟日本海沿岸東北自動車道交通安全対策 12

新潟8号交通安全対策 188

198交通安全 国道17号

備考

湯沢市、
南魚沼市、
魚沼市、
小千谷市、長岡
市

新潟17号交通安全対策

路線名

交通安全 国道8号
長岡市、柏崎市、
上越市、
糸魚川市



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：新潟県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

大通西電線共同溝（新潟市） 150

柿崎その２電線共同溝（上越市） 10

柿崎電線共同溝（上越市） 105

須沢電線共同溝（糸魚川市） 10

六日町電線共同溝Ⅱ（南魚沼市） 270

小出地区電線共同溝Ⅱ（魚沼市） 25

電線共同溝 国道116号 新潟市 新潟116号電線共同溝 100 美咲町電線共同溝 100

路線名 備考

電線共同溝 新潟8号電線共同溝

新潟17号電線共同溝

275

295電線共同溝 国道17号

国道8号
新潟市、上越市、
糸魚川市

南魚沼市、魚沼市



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：新潟県 (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7号 新潟市～村上市 新潟7号維持管理 170

維持管理 国道8号 新潟市～糸魚川市 新潟8号維持管理 603

維持管理 国道17号 湯沢町～長岡市 新潟17号維持管理 465

維持管理 国道18号 妙高市～上越市 新潟18号維持管理 281

維持管理 国道49号 阿賀町～新潟市 新潟49号維持管理 122

維持管理 国道113号 村上市～関川村 新潟113号維持管理 97

維持管理 国道116号 柏崎市～新潟市 新潟116号維持管理 348

維持管理 豪雪対策 80

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：新潟県 (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7号 村上市 朝日温海道路 300

改築 国道8号 柏崎市 柏崎バイパス 200

改築 国道17号 南魚沼市 六日町バイパス 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：新潟県 (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8号 上越市 新潟8号交通安全対策 100 新潟8号交通安全施設等整備 100

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：新潟県 (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7号 新潟市～村上市 新潟7号維持管理 300

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:新潟県 (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148号 糸魚川市
松糸・今井道路
【松本糸魚川連絡道路】

40

改築 国道253号 上越市
三和安塚道路
【上越魚沼地域振興快速道路】

200

改築 （都） 飯門田新田線 上越市 上越魚沼地域振興快速道路アクセス 31

改築 （主） 新潟中央環状線 新潟市 中ノ口、黒埼、明田 145

改築 （都） 黒井藤野新田線 上越市 直江津港アクセス 35

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:新潟県 (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345号 村上市 芦谷 42

土砂災害対策 国道402号 長岡市、出雲崎町 寺泊山田 73

土砂災害対策 国道459号 阿賀町 鹿瀬 40

土砂災害対策 (主) 佐渡一周線 佐渡市 五十浦 60

土砂災害対策 (一) 落合六日町線 南魚沼市 清水瀬 28

土砂災害対策 (一) 飯山新井線 妙高市 下平丸 38

土砂災害対策 (一) 真田高島線 十日町市 鉢 18

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:新潟県 (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 南魚沼市 南魚沼市無電柱化推進計画事業 19 (市)長森下村線、(市)長森作田線



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:新潟県 (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 新潟県 橋梁長寿命化修繕計画 4,139 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 新潟県 トンネル長寿命化修繕計画 1,000 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 新潟県 道路附属物等長寿命化修繕計画 878 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 新潟市 橋梁長寿命化修繕計画 58 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 新潟市 道路附属物等長寿命化修繕計画 25 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 長岡市 橋梁長寿命化修繕計画 60 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 三条市 橋梁長寿命化修繕計画 14 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 三条市 トンネル長寿命化修繕計画 113 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 十日町市 橋梁長寿命化修繕計画 130 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 見附市 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 上越市 橋梁長寿命化修繕計画 42 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 佐渡市 橋梁長寿命化修繕計画 16 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:新潟県 (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 佐渡市 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 魚沼市 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 南魚沼市 橋梁長寿命化修繕計画 19 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 聖籠町 橋梁長寿命化修繕計画 17 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
新潟県

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

新潟県橋梁長寿命化修繕計画
新潟県 三条市 県道長岡栃尾巻線 鶴亀橋 橋梁 修繕
新潟県 魚沼市 県道広神小出線 七日市跨道橋 橋梁 修繕
新潟県 阿賀町 県道室谷津川線 粟瀬川橋 橋梁 修繕
新潟県 阿賀町 県道室谷津川線 粟瀬川橋歩道橋 橋梁 修繕
新潟県 村上市 県道新潟新発田村上線 明神橋 橋梁 修繕
新潟県 阿賀町 県道新潟村松三川線 三月沢橋 橋梁 修繕
新潟県 阿賀町 県道新発田津川線 中村橋 橋梁 修繕
新潟県 阿賀町 県道新発田津川線 日之出橋 橋梁 修繕
新潟県 柏崎市 県道長岡西山線 荒谷橋 橋梁 修繕
新潟県 長岡市 県道長岡中之島見附線 宮内跨線橋歩道橋 橋梁 修繕
新潟県 南魚沼市 県道一村尾大崎線 九日町跨線橋 橋梁 修繕
新潟県 五泉市 県道猿和田五泉線 太川橋 橋梁 修繕
新潟県 魚沼市 県道下倉小出線 四日町橋 橋梁 修繕
新潟県 長岡市 県道久田小島谷線 宿屋橋 橋梁 修繕
新潟県 糸魚川市 県道橋立青海停車場線 マス谷橋 橋梁 修繕
新潟県 魚沼市 県道穴沢大栃山線 中手橋 橋梁 修繕
新潟県 佐渡市 県道佐渡一周線 黄金橋 橋梁 修繕
新潟県 佐渡市 県道佐渡一周線 小川橋_5910 橋梁 修繕
新潟県 佐渡市 県道佐渡一周線 入川大橋 橋梁 修繕
新潟県 佐渡市 県道佐渡一周線 北の川橋 橋梁 修繕
新潟県 村上市 県道山北関川線 漆沢橋 橋梁 修繕
新潟県 上越市 県道上越脇野田新井線 無名橋7349 橋梁 修繕
新潟県 糸魚川市 県道西飛山能生線 神明橋 橋梁 修繕
新潟県 糸魚川市 県道西飛山能生線 物出橋 橋梁 修繕
新潟県 長岡市 県道長岡寺泊線 横崎跨線橋 橋梁 修繕
新潟県 長岡市 県道長岡中之島見附線 宮内跨線橋 橋梁 修繕
新潟県 長岡市 県道長岡栃尾巻線 二日町橋 橋梁 修繕
新潟県 上越市 県道直江津停車場線 無名橋6342 橋梁 修繕
新潟県 三条市 県道塚野目代官島線 景雲橋 橋梁 修繕
新潟県 村上市 県道鶴岡村上線 長津川橋 橋梁 修繕
新潟県 柏崎市 県道柏崎港線 鵜川橋 橋梁 修繕
新潟県 柏崎市 県道柏崎高浜堀之内線 新宮川橋 橋梁 修繕
新潟県 五泉市 県道白根安田線 原中橋 橋梁 修繕
新潟県 五泉市 県道白根安田線 無名橋５８７４ 橋梁 修繕
新潟県 上越市 県道柳島信濃坂線 宇津俣橋 橋梁 修繕
新潟県 南魚沼市 県道落合六日町線 新清水瀬橋 橋梁 修繕
新潟県 糸魚川市 国道１４８号 新大所川橋 橋梁 修繕
新潟県 魚沼市 国道２５２号 明神橋 橋梁 修繕
新潟県 魚沼市 国道２５２号 茂尻橋 橋梁 修繕
新潟県 南魚沼市 国道２５３号 余川橋 橋梁 修繕
新潟県 三条市 国道２８９号 石上小橋 橋梁 修繕
新潟県 三条市 国道２８９号 東三条跨線橋 橋梁 修繕
新潟県 五泉市 国道２９０号 三の宮橋 橋梁 修繕
新潟県 五泉市 国道２９０号 早出川橋 橋梁 修繕
新潟県 南魚沼市 国道２９１号 旭橋 橋梁 修繕
新潟県 村上市 国道３４５号 １号船揚げ場橋 橋梁 修繕
新潟県 村上市 国道３４５号 庚申橋 橋梁 修繕
新潟県 村上市 国道３４５号 大日橋 橋梁 修繕
新潟県 村上市 国道３４５号 大日橋歩道橋 橋梁 修繕
新潟県 村上市 国道３４５号 馬下橋 橋梁 修繕
新潟県 村上市 国道３４５号 泊橋 橋梁 修繕
新潟県 村上市 国道３４５号 蓬来橋 橋梁 修繕
新潟県 村上市 国道３４５号 堀川橋 橋梁 修繕
新潟県 村上市 国道３４５号 堀川橋歩道橋 橋梁 修繕
新潟県 村上市 国道３４５号 無名橋５２７５ 橋梁 修繕
新潟県 出雲崎町 国道３５２号 出雲崎夕日ライン橋 橋梁 修繕
新潟県 出雲崎町 国道３５２号 小竹橋 橋梁 修繕
新潟県 柏崎市 国道３５２号 椎谷橋歩道橋 橋梁 修繕
新潟県 長岡市 国道４０２号 高堂橋 橋梁 修繕
新潟県 長岡市 国道４０２号 新滝の川橋 橋梁 修繕
新潟県 長岡市 国道４０２号 藤四郎川橋 橋梁 修繕
新潟県 加茂市 国道４０３号 加茂川橋歩道橋 橋梁 修繕
新潟県 長岡市 国道４０３号 与板橋 橋梁 修繕
新潟県 阿賀町 国道４５９号 下元井沢橋 橋梁 修繕
新潟県 阿賀町 国道４５９号 上元井沢橋 橋梁 修繕
新潟県 小千谷市 国道１１７号 魚沼橋 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
新潟県

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

新潟県 柏崎市 国道２５２号 安田跨線橋 橋梁 修繕
新潟県 魚沼市 国道２５２号 一ッ橋跨線橋 橋梁 修繕
新潟県 十日町市 国道２５２号 北原橋 橋梁 修繕
新潟県 十日町市 国道３５３号 穴沢橋 橋梁 修繕
新潟県 柏崎市 国道３５３号 御幸橋 橋梁 修繕
新潟県 阿賀町 国道４５９号 実川島橋 橋梁 修繕
新潟県 阿賀町 国道４５９号 城山橋 橋梁 修繕
新潟県 柏崎市 県道黒部柏崎線 筬橋 橋梁 更新
新潟県 南魚沼市 県道一村尾大崎線 大和橋 橋梁 修繕
新潟県 上越市 県道一村尾六日町線 押堀橋 橋梁 修繕
新潟県 五泉市 県道猿和田五泉線 橋見橋 橋梁 修繕
新潟県 阿賀町 県道五十島停車場線 五十島橋 橋梁 修繕
新潟県 阿賀町 県道黒倉野中線 川尻橋 橋梁 修繕
新潟県 柏崎市 県道黒部柏崎線 無名橋６９８３ 橋梁 修繕
新潟県 魚沼市 県道黒又山大栃山線 一の切橋 橋梁 修繕
新潟県 佐渡市 県道佐渡一周線 海府大橋 橋梁 修繕
新潟県 佐渡市 県道佐渡一周線 黒姫大橋 橋梁 修繕
新潟県 佐渡市 県道佐渡一周線 大倉川橋 橋梁 修繕
新潟県 佐渡市 県道佐渡一周線 石名川橋 橋梁 更新
新潟県 佐渡市 県道佐渡一周線 北狄川橋 橋梁 更新
新潟県 糸魚川市 県道山之坊大峰小滝線 新屋橋 橋梁 修繕
新潟県 十日町市 県道姿土市停車場線 姿大橋 橋梁 修繕
新潟県 上越市 県道春日山停車場線 下中江橋 橋梁 修繕
新潟県 魚沼市 県道小出守門線 無名橋６１９２ 橋梁 修繕
新潟県 上越市 県道上越安塚浦川原線 松崎橋 橋梁 修繕
新潟県 上越市 県道上越安塚柏崎線 第二田麦川橋 橋梁 修繕
新潟県 上越市 県道上越糸魚川自転車道線 無名橋7379 橋梁 修繕
新潟県 上越市 県道上越脇野田新井線 無名橋7342 橋梁 修繕
新潟県 南魚沼市 県道城内焼野線 柴倉橋 橋梁 修繕
新潟県 阿賀町 県道新発田津川線 増谷橋 橋梁 修繕
新潟県 新発田市 県道新発田津川線 豊田跨線橋 橋梁 修繕
新潟県 魚沼市 県道虫野小出停車場線 大池橋 橋梁 修繕
新潟県 上越市 県道直江津停車場線 御館歩道橋 橋梁 修繕
新潟県 糸魚川市 県道東谷内溝尾線 池の平橋 橋梁 修繕
新潟県 魚沼市 県道柏崎高浜堀之内線 小芋川橋 橋梁 修繕
新潟県 糸魚川市 県道平岩停車場蒲原線 ざらめき橋 橋梁 修繕
新潟県 魚沼市 県道堀之内小出線 無名橋６９９０ 橋梁 修繕
新潟県 刈羽村 県道礼拝長岡線 第二油田橋 橋梁 修繕
新潟県 聖籠町 国道１１３号 次第浜橋 橋梁 修繕
新潟県 胎内市 国道１１３号 胎内大橋 橋梁 更新
新潟県 魚沼市 国道２５２号 寄合橋 橋梁 修繕
新潟県 十日町市 国道２５３号 十日町橋 橋梁 修繕
新潟県 上越市 国道２５３号 藤塚橋 橋梁 修繕
新潟県 三条市 国道２８９号 無名橋５０８6 橋梁 更新
新潟県 村上市 国道３４５号 勝木跨線橋 橋梁 修繕
新潟県 長岡市 国道３５１号 長生橋 橋梁 修繕
新潟県 柏崎市 国道３５２号 枇杷島跨線橋 橋梁 修繕
新潟県 魚沼市 国道３５２号 大湯橋 橋梁 更新
新潟県 上越市 国道４０３号 濁川橋 橋梁 修繕
新潟県 上越市 国道４０３号 柳橋 橋梁 修繕
新潟県 長岡市 国道４０４号 天神橋 橋梁 更新

新潟県トンネル長寿命化修繕計画
新潟県 十日町市 県道403号 岩瀬トンネル トンネル 修繕
新潟県 佐渡市 県道佐渡一周線 関鍔峰トンネル トンネル 修繕
新潟県 佐渡市 県道佐渡一周線 戸中第一トンネル トンネル 修繕
新潟県 佐渡市 県道佐渡一周線 戸中第二トンネル トンネル 修繕
新潟県 佐渡市 県道佐渡一周線 松ヶ崎トンネル トンネル 修繕
新潟県 佐渡市 県道佐渡一周線 城ケ鼻トンネル トンネル 修繕
新潟県 佐渡市 県道佐渡一周線 赤玉トンネル トンネル 修繕
新潟県 佐渡市 県道佐渡一周線 大倉トンネル トンネル 修繕
新潟県 佐渡市 県道佐渡一周線 鷹の巣トンネル トンネル 修繕
新潟県 佐渡市 県道佐渡一周線 虫崎トンネル トンネル 修繕
新潟県 佐渡市 県道佐渡一周線 禿の高トンネル トンネル 修繕
新潟県 佐渡市 県道佐渡一周線 内海府トンネル トンネル 修繕
新潟県 佐渡市 県道佐渡一周線 南片辺トンネル トンネル 修繕
新潟県 佐渡市 県道佐渡一周線 平松トンネル トンネル 修繕
新潟県 佐渡市 県道佐渡一周線 北小浦トンネル トンネル 修繕
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新潟県 佐渡市 県道佐渡一周線 野崎トンネル トンネル 修繕
新潟県 村上市 県道山北関川線 鏡岩トンネル トンネル 修繕
新潟県 南魚沼市 県道十日町当間塩沢線 大沢山トンネル トンネル 修繕
新潟県 魚沼市 県道小出奥只見線 12号津久岐トンネル トンネル 修繕
新潟県 魚沼市 県道小出奥只見線 19号仕入沢トンネル トンネル 修繕
新潟県 魚沼市 県道小出奥只見線 5号駒見トンネル トンネル 修繕
新潟県 南魚沼市 県道大和焼野線 後山トンネル トンネル 修繕
新潟県 長岡市 県道長岡西山線 薬師トンネル トンネル 修繕
新潟県 村上市 県道鶴岡村上線 朝日2号隧道 トンネル 修繕
新潟県 村上市 県道鶴岡村上線 鷲ケ巣隧道 トンネル 修繕
新潟県 新発田市 県道内ﾉ倉公園線 七滝トンネル トンネル 修繕
新潟県 妙高市 県道妙高高原公園線 妙高トンネル トンネル 修繕
新潟県 十日町市 国道252号 越ヶ沢トンネル トンネル 修繕
新潟県 十日町市 国道252号 三坂トンネル トンネル 修繕
新潟県 上越市 国道253号 岡隧道 トンネル 修繕
新潟県 上越市 国道253号 儀明峠トンネル トンネル 修繕
新潟県 上越市 国道253号 保倉隧道 トンネル 修繕
新潟県 十日町市 国道253号 名ヶ山トンネル トンネル 修繕
新潟県 十日町市 国道253号 薬師トンネル トンネル 修繕
新潟県 小千谷市 国道291号 桜町トンネル トンネル 修繕
新潟県 妙高市 国道292号 長沢トンネル トンネル 修繕
新潟県 村上市 国道345号 アカタビラ隧道 トンネル 修繕
新潟県 村上市 国道345号 ニタコ間隧道 トンネル 修繕
新潟県 村上市 国道345号 塩置場隧道 トンネル 修繕
新潟県 村上市 国道345号 弘法隧道 トンネル 修繕
新潟県 村上市 国道345号 神宮沢第三隧道 トンネル 修繕
新潟県 南魚沼市 国道353号 十二峠トンネル トンネル 修繕
新潟県 十日町市 国道353号 清津峡第2トンネル トンネル 修繕
新潟県 柏崎市 国道353号 折居トンネル トンネル 修繕
新潟県 十日町市 国道403号 渋海トンネル トンネル 修繕
新潟県 小千谷市 国道403号 小国トンネル トンネル 修繕
新潟県 十日町市 国道405号 天水トンネル トンネル 修繕

新潟県道路附属物等長寿命化修繕計画
新潟県 魚沼市 県道小出守門線 平地スノーシェッド 道路附属物等 修繕
新潟県 佐渡市 県道佐渡一周線 戸中第三洞門 道路附属物等 修繕
新潟県 佐渡市 県道佐渡一周線 戸中第四洞門 道路附属物等 修繕
新潟県 魚沼市 県道三ツ又小出線 中子沢スノーシェッド 道路附属物等 修繕
新潟県 村上市 県道山熊田府屋停車場線 山熊田1号スノーシェッド 道路附属物等 修繕
新潟県 村上市 県道山熊田府屋停車場線 山熊田2号スノーシェッド 道路附属物等 修繕
新潟県 村上市 県道山北関川線 雷1号スノーシェッド 道路附属物等 修繕
新潟県 村上市 県道山北関川線 雷3号スノーシェッド 道路附属物等 修繕
新潟県 魚沼市 県道小出奥只見線 スノーシェルター(12T～13T) 道路附属物等 修繕
新潟県 魚沼市 県道親柄大白川停車場線 田小屋スノーシェッド 道路附属物等 修繕
新潟県 魚沼市 県道親柄大白川停車場線 田小屋スノーシェルター 道路附属物等 修繕
新潟県 新発田市 県道滝谷上赤谷線 スノーシェッド③ 道路附属物等 修繕
新潟県 小千谷市 国道117号 市之口スノーシェッド 道路附属物等 修繕
新潟県 津南町 国道117号 灰雨スノーシェツド 道路附属物等 修繕
新潟県 糸魚川市 国道148号 下川原洞門(1) 道路附属物等 修繕
新潟県 糸魚川市 国道148号 下川原洞門(2) 道路附属物等 修繕
新潟県 糸魚川市 国道148号 寒谷洞門(1) 道路附属物等 修繕
新潟県 糸魚川市 国道148号 寒谷洞門(2) 道路附属物等 修繕
新潟県 糸魚川市 国道148号 牛巻洞門(1) 道路附属物等 修繕
新潟県 糸魚川市 国道148号 牛巻洞門(2) 道路附属物等 修繕
新潟県 糸魚川市 国道148号 山梨洞門(2) 道路附属物等 修繕
新潟県 糸魚川市 国道148号 糸滝洞門(1) 道路附属物等 修繕
新潟県 糸魚川市 国道148号 糸滝洞門(2) 道路附属物等 修繕
新潟県 糸魚川市 国道148号 糸滝洞門(3) 道路附属物等 修繕
新潟県 糸魚川市 国道148号 糸滝洞門(4) 道路附属物等 修繕
新潟県 糸魚川市 国道148号 勝島洞門(2) 道路附属物等 修繕
新潟県 糸魚川市 国道148号 唐沢洞門(1) 道路附属物等 修繕
新潟県 糸魚川市 国道148号 唐沢洞門(2) 道路附属物等 修繕
新潟県 糸魚川市 国道148号 唐沢洞門(3) 道路附属物等 修繕
新潟県 糸魚川市 国道148号 唐沢洞門(4) 道路附属物等 修繕
新潟県 糸魚川市 国道148号 唐沢洞門(5) 道路附属物等 修繕
新潟県 糸魚川市 国道148号 唐沢洞門(6) 道路附属物等 修繕
新潟県 糸魚川市 国道148号 唐沢洞門(7) 道路附属物等 修繕
新潟県 糸魚川市 国道148号 落沢洞門 道路附属物等 修繕
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新潟県 十日町市 国道252号 越ヶ沢第2スノーシェッド 道路附属物等 修繕
新潟県 魚沼市 国道252号 大栃山スノーシェルター 道路附属物等 修繕
新潟県 十日町市 国道252号 中仙田第２スノーシェッド 道路附属物等 修繕
新潟県 十日町市 国道253号 田沢スノーシェッド 道路附属物等 修繕
新潟県 魚沼市 国道290号 貫木沢スノーシェッド(1) 道路附属物等 修繕
新潟県 魚沼市 国道290号 貫木沢スノーシェッド（２） 道路附属物等 修繕
新潟県 魚沼市 国道290号 石峠第２スノーシェッド 道路附属物等 修繕
新潟県 南魚沼市 国道291号 二子沢スノーシェッド 道路附属物等 修繕
新潟県 魚沼市 国道352号 小平尾雪覆道 道路附属物等 修繕
新潟県 南魚沼市 国道353号 十二峠スノーシェッド 道路附属物等 修繕
新潟県 十日町市 国道403号 室島スノーシェッド1号 道路附属物等 修繕
新潟県 津南町 国道405号 清水川原スノーシェッド1号 道路附属物等 修繕
新潟県 津南町 国道405号 清水川原スノーシェッド2号(1) 道路附属物等 修繕
新潟県 阿賀町 国道459号 師走(1-1)スノーシェッド 道路附属物等 修繕
新潟県 阿賀町 国道459号 水無月(1-2)スノーシェッド 道路附属物等 修繕

新潟市橋梁長寿命化修繕計画
新潟市 新潟市 市区町村道（１級）曽和インター信濃町線１号 有明大橋 橋梁 修繕
新潟市 新潟市 主要地方道新潟中央環状線 新川橋(1) 橋梁 修繕

新潟市道路附属物等長寿命化修繕計画
新潟市 新潟市 県道新潟中央環状線 笹山歩道橋 道路附属物等 撤去
新潟市 新潟市 市区町村道（その他）明石紫竹山線 笹口小学校前歩道橋 道路附属物等 修繕

長岡市橋梁長寿命化修繕計画
長岡市 長岡市 市道415号線 常盤橋 橋梁 修繕
長岡市 長岡市 市道新組20号線 北村橋 橋梁 修繕
長岡市 長岡市 市道栖吉40号線 無名橋A0307 橋梁 更新
長岡市 長岡市 市道東幹線81号線 天神橋 橋梁 修繕
長岡市 長岡市 長岡栃尾巻線 成願寺橋 橋梁 修繕
長岡市 長岡市 市道寺泊258号線 中橋 橋梁 修繕
長岡市 長岡市 市道東幹線44号線 黒金橋 橋梁 修繕
長岡市 長岡市 市道栃尾谷内表町線 神明橋 橋梁 修繕
長岡市 長岡市 市道栃尾東が丘天下島線 平橋 橋梁 修繕
長岡市 長岡市 市道和島10号線 川辻橋 橋梁 修繕

三条市橋梁長寿命化修繕計画
三条市 三条市 市道(2級)森町中浦線 長見寺橋 橋梁 修繕
三条市 三条市 市道(2級)新屋落合線 鬼橋 橋梁 修繕
三条市 三条市 市道(2級)濁沢線 守門橋 橋梁 修繕

三条市トンネル長寿命化修繕計画
三条市 三条市 市道(その他)吉野屋１号線 旭隧道 トンネル 修繕

十日町市橋梁長寿命化修繕計画
十日町市 十日町市 市区町村道（1級）川治昭和町線 妻有橋 橋梁 修繕
十日町市 十日町市 市区町村道（2級）観音寺橋詰線 観音寺橋 橋梁 修繕
十日町市 十日町市 市区町村道（その他）長命寺2号線 前島橋 橋梁 修繕
十日町市 十日町市 市区町村道（その他）中町２号線 あさひ橋 橋梁 修繕

見附市橋梁長寿命化修繕計画
見附市 見附市 市区町村道（１級）今町・新潟線 千刈跨線橋 橋梁 修繕

上越市橋梁長寿命化修繕計画
上越市 上越市 市道下条上直海線 宮前橋 橋梁 修繕
上越市 上越市 市道戸狩松ノ木線 別所川橋 橋梁 修繕
上越市 上越市 市道上福田新田線 別所川橋 橋梁 修繕
上越市 上越市 市道真光寺平山線 参道橋 橋梁 修繕
上越市 上越市 市道切越戸沢線 切越橋 橋梁 修繕
上越市 上越市 市道土橋木田線 川田橋 橋梁 修繕
上越市 上越市 市道東吉尾1号線 東吉尾橋 橋梁 修繕
上越市 上越市 市道東本町三・二丁目線 往下橋 橋梁 修繕
上越市 上越市 市道峠折居線 折居橋 橋梁 修繕
上越市 上越市 市道能生丸線 前田橋 橋梁 修繕
上越市 上越市 市道柳ヶ崎直海浜線 下条橋 橋梁 修繕

佐渡市橋梁長寿命化修繕計画
佐渡市 佐渡市 市道(1級)小木半島巡還線 井坪橋 橋梁 修繕
佐渡市 佐渡市 市道(1級)金丸6号線 辺茶橋 橋梁 修繕
佐渡市 佐渡市 市道(1級)河崎幹線6号線 久知河内1号橋 橋梁 修繕

佐渡市トンネル長寿命化修繕計画
佐渡市 佐渡市 市道小木半島巡環線 沢崎トンネル トンネル 修繕
佐渡市 佐渡市 市道小木半島巡環線 枕状岩トンネル トンネル 修繕

魚沼市橋梁長寿命化修繕計画
魚沼市 魚沼市 市区町村道（１級）井口新田１１号線 井口跨道橋 橋梁 修繕
魚沼市 魚沼市 市区町村道（その他）七日市１３号線 下原第三跨道橋 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
新潟県

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

魚沼市 魚沼市 市区町村道（その他）七日市４９号線 下原第二跨道橋 橋梁 修繕
魚沼市 魚沼市 市区町村道（その他）七日市４号線 下原第一跨道橋 橋梁 修繕
魚沼市 魚沼市 市区町村道（その他）西１号線 十日町２号橋 橋梁 修繕
魚沼市 魚沼市 市区町村道（その他）島北川端１号線 上原橋 橋梁 修繕

南魚沼市橋梁長寿命化修繕計画
南魚沼市 南魚沼市 浦佐16号線 刑部沢3号橋 橋梁 修繕
南魚沼市 南魚沼市 山口村中線 夕ノ沢上橋 橋梁 修繕
南魚沼市 南魚沼市 小川清水瀬線 小川橋 橋梁 修繕
南魚沼市 南魚沼市 側道7号線 野田跨道橋2 橋梁 修繕
南魚沼市 南魚沼市 中富線 三島沢川橋 橋梁 修繕
南魚沼市 南魚沼市 八色原線 浦佐八色2号橋 橋梁 修繕
南魚沼市 南魚沼市 門前大桑原線 門前上橋 橋梁 修繕

聖籠町橋梁長寿命化修繕計画
聖籠町 聖籠町 市区町村道（その他）藤寄宮前線 宮前橋 橋梁 修繕



新 潟 県

水管理・国土保全局



令和３年度補正予算　河川事業（直轄・新潟県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

荒川 荒川 一般河川改修事業 130　 村上市
むらかみし

阿賀野川 阿賀野川 一般河川改修事業 424　 新潟市
にいがたし

、五泉市
ごせんし

信濃川 信濃川下流 一般河川改修事業 1,383　 新潟市
にいがたし

、田上町
たがみまち

信濃川 信濃川 一般河川改修事業 5,625　 長岡市
ながおかし

、燕市
つばめし

、魚沼市
うおぬまし

関川 関川 一般河川改修事業 70　

姫川 姫川 一般河川改修事業 190　 糸魚川市
いといがわし

荒川 荒川 河川維持修繕事業 46　 関川
せきかわ

村
むら

～河口
かこう

阿賀野川 阿賀野川 河川維持修繕事業 196　 阿賀野市
あがのし

～河口
かこう

信濃川 信濃川下流 河川維持修繕事業 204　 燕市
つばめし

、長岡市
ながおかし

～河口
かこう

信濃川 信濃川 河川維持修繕事業 307　 十日町市
とおかまちし

～長岡市
ながおかし

関川 関川 河川維持修繕事業 110　 上越市
じょうえつし

～河口
かこう

姫川 姫川 河川維持修繕事業 117　 糸魚川市
いといがわし

～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・新潟県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

信濃川 信濃川 河川災害復旧等関連緊急事業 720　 津南町
つ な ん ま ち

鵜川 鵜川 事業間連携河川事業 100　 柏崎市
かしわざきし

阿賀野川 新井郷川（福島潟） 大規模特定河川事業 300　 新潟市
に い が た し

、新発田市
し ば た し

阿賀野川 大通川 大規模特定河川事業 150　 新潟市
に い が た し

信濃川 浄土川 大規模特定河川事業 50　 長岡市
な が お か し



新潟県

　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 荒川大石ダム 80

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備　　　　　考



新潟県

　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。

( 1,050)

河川整備事業費 1,050 

　河川総合開発事業費補助

( 50)

　　建 設 工 事 50 

( 50)

儀明川ダム 50 

　治水ダム等建設事業費補助

( 1,000)

　　建設工事 1,000 

( 1,000)

鵜川ダム 1,000 

事項 ダム名 備　　　　考



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

しなのがわかりゅう うおのがわ うおのがわかりゅうとこがためこうぐん みなみうおぬまぐん ゆざわまち つちだる

湯沢砂防 砂防 信濃川下流 魚野川 魚野川下流床固工群 南魚沼郡 湯沢町 土樽 床固工 300
しなのがわかりゅう うおのがわ のぼりかわ のぼりかわとこがためこうぐん みなみうおぬまし たきや、ながさき

信濃川下流 魚野川 登川 登川床固工群 南魚沼市 滝谷、長崎 床固工 100
しなのがわかりゅう うおのがわ のぼりかわ のぼりかわりゅういきさぼうえんていかいちく みなみうおぬまし しみず

信濃川下流 魚野川 登川 登川流域砂防堰堤改築 南魚沼市 清水 砂防堰堤工 100
しなのがわかりゅう うおのがわ こうだながわ こうだながわさぼうえんていぐん みなみうおぬまし ながさき

信濃川下流 魚野川 高棚川 高棚川砂防堰堤群 南魚沼市 長崎 渓流保全工 130
しなのがわかりゅう うおのがわ いもがわ いもがわりゅういきさぼうせつびかいちく うおぬまし りゅうこう

信濃川下流 魚野川 芋川 芋川流域砂防設備改築 魚沼市 竜光 遊砂地工 110
しなのがわかりゅう うおのがわ しみずさわがわ あいかわがわりゅういきさぼうえんていぐん ながおかし かわぐちたむぎやま

信濃川下流 魚野川 清水沢川 相川川流域砂防堰堤群 長岡市 川口田麦山 砂防堰堤工 30
砂防
合計 6 箇所 770

しなのがわかりゅう うおのがわ いちのさわ いちのさわさぼうえんていぐん うおぬまし おおしらかわ

火山砂防 信濃川下流 魚野川 市ノ沢 市ノ沢砂防堰堤群 魚沼市 大白川 砂防堰堤工 70
しなのがわかりゅう なかつがわ なかつがわとこがためこうぐん なかうおぬまぐん つなんまち いしざか

信濃川下流 中津川 中津川床固工群 中魚沼郡 津南町 石坂 床固工 100
火山砂防
合計 2 箇所 170

合計 8 箇所 940

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（新潟県　１／４）

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

ひめかわ ひめかわ くずはじょうりゅうとこがためこうぐんかいちく いといがわし おおところ

松本砂防 砂防 姫川 姫川 葛葉上流床固工群改築 糸魚川市 大所 床固工 150

合計 1 箇所 150

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（新潟県　２／４）

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

いいでさんけい かじかわ なかなかやまさわ なかなかやまさわさぼうえんてい しばたし なかなかやま

飯豊山系砂防 砂防 飯豊山系 加治川 中中山沢 中中山沢砂防堰堤 新発田市 中々山 砂防堰堤工 93
いいでさんけい あらかわ ふじさわがわ ふじさわがわだいさんごうさぼうえんてい いわふねぐん せきかわむら なかまるけ

飯豊山系 荒川 藤沢川 藤沢川第3号砂防堰堤 岩船郡 関川村 中束 砂防堰堤工 36
いいでさんけい あらかわ あらかわかりゅうどしゃ・りゅうぼくたいさくさぼうえんていかいちく いわふねぐん、たいないし せきかわむら しもつちざわ、くわえ

飯豊山系 荒川 荒川下流土砂・流木対策砂防堰堤改築 岩船郡、胎内市 関川村 下土沢、鍬江 砂防堰堤工 103

合計 3 箇所 232

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（新潟県　３／４）

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

いいでさんけい あがのがわ みずかみさわ みずかみさわさぼうえんてい ひがしかんばらぐん あがまち あらさわ

阿賀野川河川 砂防 飯豊山系 阿賀野川 水上沢 水上沢砂防堰堤 東蒲原郡 阿賀町 荒沢 砂防堰堤工 108

合計 1 箇所 108

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（新潟県　４／４）

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）

大規模特定 しなのがわ すもんがわ さんじょうし よしがひら さぼうえんていこう

砂防等事業 信濃川 守門川 三条市 吉ヶ平 砂防堰堤工 30

はやかわ はやかわ いといがわし おおだいら とこがためこう

早川 早川 糸魚川市 大平 床固工 80

小計 ２箇所 110

事業間連携 せきかわ すみかわ じょうえつし やすづかくすがわ さぼうえんていこう

砂防等事業 関川 澄川 上越市 安塚区須川 砂防堰堤工 55

はやかわ やけやまがわ いといがわし おおだいら さぼうえんていこう

早川 焼山川 糸魚川市 大平 砂防堰堤工 50

はやかわ ひうちやまがわ いといがわし おおだいら さぼうえんていこう

早川 火打山川 糸魚川市 大平 砂防堰堤工 40

小計 ３箇所 145

５箇所 255

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（新潟県　1/3）

合計

事業区分 所在地水系名 渓流名



地すべり
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

大規模更新 あかさき ひがしかんばらぐん あがまち かのせ しゅうすいせいこう

砂防等事業 赤崎 東蒲原郡 阿賀町 鹿瀬 集水井工 149

たまのき いといがわし いちぶり あんかーこう

玉ノ木 糸魚川市 市振 アンカー工 320

小計 ２箇所 469

事業間連携 まつのやま とおかまちし まつのやま しゅうすいせいこう

砂防等事業 松之山 十日町市 松之山 集水井工 38
こたに とおかまちし まつのやま しゅうすいせいこう

小谷 十日町市 松之山 集水井工 33
とうげ とおかまちし とうげ すいろこう

峠 十日町市 峠 水路工 14
くきぶと かしわざきし ぜごん あんかーこう

久木太 柏崎市 善根 アンカー工 54
すがわみなみ じょうえつし やすづかくすがわ よこぼーりんぐこう

須川南 上越市 安塚区須川 横ボーリング工 23

とやくらした みょうこうし ながさわ よこぼーりんぐこう

鳥屋・倉下 妙高市 長沢 横ボーリング工 32

小計 ６箇所 194

８箇所 663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（新潟県　2/3）

事業区分 水系名 箇所名 所在地



急傾斜
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

大規模更新 ちやがわ おぢやし ちやがわ のりわくこう

砂防等事業 千谷川 小千谷市 千谷川 法枠工 86

１箇所 86
※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（新潟県　3/3）

事業区分 水系名 箇所名 所在地



北陸地方整備局（新潟県） （単位：百万円）

海岸保全施設整備事業 新潟海岸 新潟
にいがた

市
し

644

新潟県　計 644

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・新潟県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

阿賀野川 総合水系環境整備事業 50　 新潟市
に い が た 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。



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

しなのがわかりゅう うおのがわ のぼりかわ のぼりかわさぼうえんていぐん みなみうおぬまし しみず、たきや、ながさき

湯沢砂防 砂防 信濃川下流 魚野川 登川 登川砂防堰堤群 南魚沼市 清水、滝谷、長崎 砂防堰堤工 150

合計 1 箇所 150

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）（新潟県　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

ひめかわ ひめかわ、おおどころがわ ひめかわさぼうえんていぐん いといがわし おおところ

松本砂防 砂防 姫川 姫川、大所川 姫川砂防堰堤群 糸魚川市 大所 砂防堰堤工 70

合計 1 箇所 70

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）（新潟県　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



北陸地方整備局（新潟県） （単位：百万円）

海岸保全施設整備事業 新潟海岸 新潟市
に いが た し

500

新潟県　計 500

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



新　潟　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
所　　　管：　国土交通省
都道府県名：　新潟県

（単位：百万円）

維持管理 国営越後丘陵公園 長岡市 305 うち５か年加速化対策　100百万円

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：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:新潟県 (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） 飯門田新田線 上越市
上越魚沼地域振興快速道路アク
セス

31 ※

改築 （都） 黒井藤野新田線 上越市 直江津港アクセス 35

※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:新潟県 (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 南魚沼市 南魚沼市無電柱化推進計画事業 19 (市)長森下村線、(市)長森作田線

※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

新潟県

新潟県

新潟県国際拠点港湾 新 潟 新 潟 県 小 計 1,161 1,589 2,750

新潟県 直 轄 1,161 1,589 2,750

新潟県

新潟県重 要 港 湾 両 津 新 潟 県 小 計 390 390 離島

新潟県 直 轄 390 390 離島

新潟県

1,551 1,589 3,140

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

新 潟 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



令和３年度補正予算　船舶交通安全基盤整備事業　全国箇所表

[直轄事業] （単位：百万円）

区　　　　分 事業箇所数 船舶交通安全基盤整備事業

海上保安庁 0 2,127

第一管区海上保安本部 0 0

第二管区海上保安本部 0 0

第三管区海上保安本部 0 0

第四管区海上保安本部 0 0

第五管区海上保安本部 0 0

第六管区海上保安本部 0 0

第七管区海上保安本部 1 69

第八管区海上保安本部 0 0

第九管区海上保安本部 1 173

第十管区海上保安本部 1 800

第十一管区海上保安本部 0 0

合　　　　　　　　　計 3 3,170

補助事業はなし ※ 維持管理費については事業箇所数に計上していない。

※ 端数処理の関係で、合計額は内訳と一致しない。

第十一管区

海上保安庁

第三管区

第二管区

第一管区

第九管区

第八管区

第七管区

第六管区

第四管区
第五管区

第十管区



管区 事業箇所名 事業箇所数

七 関門港船舶交通安全基盤整備事業 1

九 沢崎鼻船舶交通安全基盤整備事業 1

十 鹿児島港船舶交通安全基盤整備事業 1

合　　　　計 3



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）

（新潟県）
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

地域間の交流を強化する道路
ネットワークの整備

新潟県 306,000 

長岡市の安全で快適な道路ネッ
トワークの形成

長岡市 47,000 

雪や災害に強く安全・安心・快
適に暮らせるまちづくりの推進
（第2期）

三条市 111,500 

464,500 

※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）

（新潟県）
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

雪や災害に強く県民の暮らしと
命を守る道路整備（防災・安
全）

新潟県 2,638,337 

新潟の港湾施設の老朽化対策～
これからも使ってもらえるみな
とを目指して～（防災・安全）
［重点］

新潟県 146,000 

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）【河川】重点

新潟県,関川村,五泉市,阿賀野市,阿賀町,新
潟市,三条市,加茂市,燕市,弥彦村,田上町,
長岡市,見附市,小千谷市,十日町市,魚沼市,
南魚沼市,津南町,湯沢町,妙高市,村上市,新
発田市,胎内市,聖籠町,柏崎市,出雲崎町,刈
羽村,上越市,糸魚川市,佐渡市

725,000 

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）【河川・海岸】

新潟県,関川村,五泉市,阿賀野市,阿賀町,新
潟市,三条市,加茂市,燕市,弥彦村,田上町,
長岡市,見附市,小千谷市,十日町市,魚沼市,
南魚沼市,津南町,湯沢町,妙高市,村上市,新
発田市,胎内市,聖籠町,柏崎市,出雲崎町,刈
羽村,上越市,糸魚川市,佐渡市

920,000 

災害に強く豊かな環境を育む安
全・安心な地域づくり【砂防分
野】（防災・安全）

新潟県,新潟市,胎内市,魚沼市,湯沢町,三条
市,十日町市,見附市,糸魚川市,上越市,南魚
沼市,弥彦村

686,900 

土砂災害に強い安全・安心な地
域づくり（防災・安全）（重
点）

新潟県 796,200 

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）【下水道】

新潟県,長岡市,柏崎市,新発田市,加茂市,十
日町市,見附市,村上市,燕市,糸魚川市,妙高
市,五泉市,阿賀野市,佐渡市,魚沼市,南魚沼
市,胎内市,聖籠町,弥彦村,田上町,阿賀町,
出雲崎町,湯沢町,津南町,関川村

232,275 

災害に強く豊かな環境を育む安
全・安心な地域づくり【港湾海
岸】（防災・安全）

新潟県 142,250 

新潟県における老朽化した都市
公園ストックの重点的な改築・
更新（防災・安全）

新潟県,三条市,柏崎市,新発田市,燕市,阿賀
野市,湯沢町,五泉市,十日町市,加茂市,見附
市

442,000 

新潟県における災害に強く、安
全・安心・快適な都市公園づく
り（防災・安全）（第２期計
画）

新潟県,加茂市,柏崎市,湯沢町,新発田市,糸
魚川市,十日町市

5,000 

長岡市の雪や災害に強く安全・
安心な道路空間の形成（防災・
安全）

長岡市 360,040 

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）【下水道】（重点）

長岡市,柏崎市,十日町市,見附市,村上市,糸
魚川市,佐渡市,魚沼市,南魚沼市,田上町

412,500 

長岡市における災害に強い安
全・安心な都市公園づくり

長岡市 60,500 



（新潟県）
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

雪に強く安全・安心に暮らせる
まちづくりの推進

三条市 347,700 

三条市における子どもから高齢
者まで安全に利用できる公園づ
くり（防災・安全）

三条市 10,000 

三条市宅地耐震化推進事業（大
規模盛土造成地変動予測調査）
（防災・安全）

三条市 54,461 

加茂市宅地耐震化推進事業（大
規模盛土造成地変動予測調査）
（防災・安全）

加茂市 2,000 

村上市宅地耐震化推進事業（大
規模盛土造成地変動予測調査）
（防災・安全）

村上市 4,608 

（上越市）雪や災害に強く、
「人」の命を守るため、「防災
力」と「安全性」を高めた上越
の「みち」（第２期）（防災・
安全）

上越市 209,200 

安心、安全な生活に向けた浸水
対策の推進（防災・安全）（重
点）

上越市 2,496 

人と地域が輝く、安全・安心・
快適な都市公園づくり（防災・
安全）

上越市 105,000 

市町村道における雪や災害に強
い安全で安心な道路整備の推進
（防災・安全）

村上市,関川村,新発田市,阿賀野市,聖籠町,
胎内市,五泉市,阿賀町,燕市,弥彦村,加茂
市,見附市,出雲崎町,小千谷市,津南町,湯沢
町,柏崎市,妙高市,糸魚川市,佐渡市,粟島浦
村,田上町,魚沼市,南魚沼市,十日町市

594,322 

雪や災害に強く快適に移動でき
る安心・安全な道路の確保（防
災・安全）

新潟市 12,500 

新潟市下水道整備計画（防災・
安全）

新潟市 300,000 

安全・安心な都市公園づくり 新潟市 15,000 

9,224,289 

※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）

（新潟県）
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

地域間の交流を強化する道路
ネットワークの整備

新潟県 174,000 

豊かな水環境を育む安全・安心
な地域づくり【下水道】

新潟県,長岡市,柏崎市,加茂市,見附市,村上
市,糸魚川市,阿賀野市,南魚沼市,津南町

124,000 

信濃川流域における工業団地の
アクセス対策

長岡市 66,500 

長岡市の安全で快適な道路ネッ
トワークの形成

長岡市 750 

豊かな水環境を育む安全・安心
な地域づくり【下水道】（重
点）

長岡市,新発田市,加茂市,十日町市,燕市,糸
魚川市,妙高市,五泉市,佐渡市,南魚沼市,湯
沢町

75,000 

工業団地へのアクセス道路整備 三条市 52,250 

（上越市）「人」や「物」の移
動を支える交通ネットワークの
構築

上越市 33,200 

地域生活に密着した安全・安心
を確保する道づくり

村上市,阿賀野市,阿賀町,燕市,田上町,見附
市,小千谷市,魚沼市,妙高市,糸魚川市,佐渡
市,加茂市

55,348 

新潟駅の拠点性向上（拠点駅ア
クセスの向上）

新潟市 165,000 

746,048 

※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）

（新潟県）
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

合同点検に基づく通学路整備
（防災・安全）

新潟県 1,067,753 

新潟県の街路事業における通学
路整備（防災・安全）

新潟県,小千谷市,十日町市 126,500 

長岡市通学路の安全対策（第２
期）（防災・安全）

長岡市 29,975 

通学路の安全・安心の確保（第
２期）　（防災・安全）

三条市 417,175 

市町村道の通学路等の生活空間
における交通安全対策の推進
（防災・安全）

村上市,新発田市,五泉市,燕市,見附市,出雲
崎町,小千谷市,十日町市,津南町,南魚沼市,
糸魚川市,聖籠町,加茂市,弥彦村,柏崎市,魚
沼市,胎内市

122,768 

（上越市）通学路等の生活空間
における交通安全の確保（防
災・安全）

上越市 189,145 

市町村道における雪や災害に強
い安全で安心な道路整備の推進
（防災・安全）

村上市,関川村,新発田市,阿賀野市,聖籠町,
胎内市,五泉市,阿賀町,燕市,弥彦村,加茂
市,見附市,出雲崎町,小千谷市,津南町,湯沢
町,柏崎市,妙高市,糸魚川市,佐渡市,粟島浦
村,田上町,魚沼市,南魚沼市,十日町市

13,900 

雪や災害に強く快適に移動でき
る安心・安全な道路の確保（防
災・安全）

新潟市 7,385 

生活空間の安全性・利便性の向
上に資する道路空間整備（防
災・安全）

新潟市 3,850 

1,978,451 

※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


