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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：静岡県 (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1号 沼津市 東駿河湾環状道路(沼津岡宮～愛鷹) 100

改築 国道1号 静岡市 静清バイパス 936

改築 国道1号 藤枝市～島田市 藤枝バイパス 730

改築 国道1号 島田市～掛川市 島田金谷バイパス 270

改築 国道138号 御殿場市 御殿場バイパス（西区間） 300

改築 国道414号 下田市 河津下田道路（Ⅰ期） 550

改築 国道414号 河津町～下田市 河津下田道路（Ⅱ期） 580

改築 国道474号 浜松市 青崩峠道路 130

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：静岡県 (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1号 静岡市 静岡1号交通安全対策 96

交通安全 国道52号 静岡市 静岡52号交通安全対策 38

交通安全 国道139号 富士市、富士宮市 静岡139号交通安全対策 26

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：静岡県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

国吉田電線共同溝 106

栄町地区電線共同溝 168

274

路線名 備考

電線共同溝 国道1号 静岡市 静岡1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：静岡県 (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 函南町～湖西市 静岡1号維持管理 180

維持管理 国道52号 静岡市～富士宮市 静岡52号維持管理 177

維持管理 国道139号 富士市～富士宮市 静岡139号維持管理 279

維持管理 国道246号 小山町～沼津市 静岡246号維持管理 329

維持管理 カーボンニュートラル・豪雪対策 63

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：静岡県 (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414号 河津町～下田市 河津下田道路（Ⅱ期） 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（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：静岡県 (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 函南町～湖西市 静岡1号維持管理 430

維持管理 国道52号 静岡市～富士宮市 静岡52号維持管理 60

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:静岡県 (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473号 島田市、菊川市
金谷相良道路Ⅱ
【金谷御前崎連絡道路】

490

改築 （都） 焼津広幡線 焼津市 越後島工区 402

改築 国道152号 浜松市 池島～大原 40

改築 国道150号 静岡市 久能拡幅 150

改築 （主） 清水富士宮線 静岡市 庵原～伊佐布 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:静岡県 (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135号 伊東市 八幡野 55

土砂災害対策 国道152号 浜松市 池島～長尾 10

土砂災害対策 国道362号 川根本町 東藤川 40

土砂災害対策 国道473号 浜松市、島田市 大井～浦川、川根町抜里 79

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:静岡県 (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 静岡県 静岡県無電柱化推進計画事業 146
(一)静岡空港線(坂口～湯日)〔牧之原市～島田市〕、(一)富士富士
宮線(宮町)〔富士宮市〕、(主)細江金谷線（坂口）〔牧之原市〕、(都)西
間門新谷線(4工区)〔清水町〕

無電柱化推進計画事業 静岡市 静岡市無電柱化推進計画事業 200
(国)149号(港町2丁目～富士見町)、(主)山脇大谷線(大谷工区)、
(都)日出町高松線(八幡工区)

無電柱化推進計画事業 浜松市 浜松市無電柱化推進計画事業 52 (都)植松伊左地線(野口～山下工区)

無電柱化推進計画事業 沼津市 静岡県無電柱化推進計画事業 113
(都)沼津南一色線(沼津市東熊堂)ほか1路線、(都)千本香貫山線
（沼津市本）



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:静岡県 (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） 沼津市 花園町地区 沼津市 43



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:静岡県 (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 静岡県 橋梁長寿命化修繕計画 791 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 静岡県 トンネル長寿命化修繕計画 55 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 静岡県 道路附属物等長寿命化修繕計画 102 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 静岡市 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 浜松市 橋梁長寿命化修繕計画 186 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 浜松市 トンネル長寿命化修繕計画 4 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 浜松市 道路附属物等長寿命化修繕計画 34 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 焼津市 橋梁長寿命化修繕計画 37 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 菊川市 橋梁長寿命化修繕計画 16 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 牧之原市 橋梁長寿命化修繕計画 23 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 東伊豆町 橋梁長寿命化修繕計画 33 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:静岡県 (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 森町 橋梁長寿命化修繕計画 7 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
静岡県

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

静岡県橋梁長寿命化修繕計画
静岡県 伊豆の国市 県道伊東大仁線 板橋 橋梁 修繕
静岡県 裾野市 県道仙石原新田線 新川橋（上流側道橋） 橋梁 修繕
静岡県 裾野市 県道沼津小山線 莢橋側道橋 橋梁 修繕
静岡県 沼津市 県道沼津停車場東沢田線 熊堂橋BOX 橋梁 修繕
静岡県 川根本町 県道春野下泉停車場線 下泉橋 橋梁 修繕
静岡県 富士市 県道一色久沢線 榎沢橋 橋梁 修繕
静岡県 下田市 県道下田松崎線 深根橋側道橋 橋梁 修繕
静岡県 掛川市 県道掛川川根線 新戸塚橋 橋梁 修繕
静岡県 袋井市 県道掛川袋井線 沖野川橋側道橋(上流側) 橋梁 修繕
静岡県 磐田市 県道掛川天竜線 田川橋側道橋 橋梁 修繕
静岡県 菊川市 県道掛川浜岡線 高橋5 橋梁 修繕
静岡県 沼津市 県道原停車場線 市川橋BOX 橋梁 修繕
静岡県 沼津市 県道三島富士線 月川橋 橋梁 修繕
静岡県 沼津市 県道三島富士線 広川橋BOX 橋梁 修繕
静岡県 掛川市 県道小笠山総合運動公園線 平野高架2号橋 橋梁 修繕
静岡県 御殿場市 県道沼津小山線 河原田橋1 橋梁 修繕
静岡県 御殿場市 県道沼津小山線 高砂橋 橋梁 修繕
静岡県 沼津市 県道沼津土肥線 吉妻橋 橋梁 修繕
静岡県 沼津市 県道沼津土肥線 久伏橋 橋梁 修繕
静岡県 焼津市 県道焼津岡部線 入江橋 橋梁 修繕
静岡県 焼津市 県道焼津岡部線 入江橋側道橋 橋梁 修繕
静岡県 掛川市 県道焼津森線 田島橋 橋梁 修繕
静岡県 三島市 県道清水函南停車場線 大場橋 橋梁 修繕
静岡県 沼津市 県道船原西浦高原線 新渡場橋 橋梁 修繕
静岡県 菊川市 県道相良大須賀線 新川橋3 橋梁 修繕
静岡県 森町 県道袋井春野線 新乙丸橋 橋梁 修繕
静岡県 袋井市 県道袋井大須賀線 睦美橋 橋梁 修繕
静岡県 御殿場市 県道滝ヶ原富士岡線 大駒橋 橋梁 修繕
静岡県 小山町 県道竹之下小山線 花戸橋 橋梁 修繕
静岡県 島田市 県道島田岡部線 栃山橋 橋梁 修繕
静岡県 島田市 県道島田吉田線 谷口橋5 橋梁 修繕
静岡県 島田市 県道島田川根線 大沢棧道橋 橋梁 修繕
静岡県 松崎町 県道南伊豆松崎線 野田橋 橋梁 修繕
静岡県 磐田市 県道磐田天竜線 境橋2 橋梁 修繕
静岡県 磐田市 県道磐田天竜線 広野橋 橋梁 修繕
静岡県 掛川市 県道浜松御前崎自転車道線 浜野橋2 橋梁 修繕
静岡県 沼津市 県道富士清水線 坂谷橋 橋梁 修繕
静岡県 富士宮市 県道富士富士宮線 曽我大橋 橋梁 修繕
静岡県 富士市 県道富士由比線 富士川橋 橋梁 修繕
静岡県 東伊豆町 国道135号 向井田橋 橋梁 修繕
静岡県 伊東市 国道135号 渚橋 橋梁 修繕
静岡県 熱海市 国道135号 足川橋 橋梁 修繕
静岡県 東伊豆町 国道135号 大川港橋 橋梁 修繕
静岡県 河津町 国道135号 田尻橋2 橋梁 修繕
静岡県 東伊豆町 国道135号 白田棧道橋 橋梁 修繕
静岡県 東伊豆町 国道135号 北川橋2 橋梁 修繕
静岡県 南伊豆町 国道136号 志戸橋1 橋梁 修繕
静岡県 伊豆市 国道136号 小鳥沢橋 橋梁 修繕
静岡県 伊豆市 国道136号 大平橋3 橋梁 修繕
静岡県 南伊豆町 国道136号 天狗橋 橋梁 修繕
静岡県 吉田町 国道150号 富士見橋4 橋梁 修繕
静岡県 磐田市 国道150号 今之浦川橋 橋梁 修繕
静岡県 磐田市 国道150号 森下2号橋 橋梁 修繕
静岡県 吉田町 国道150号 清水橋側道橋（上り） 橋梁 修繕
静岡県 掛川市 国道150号 東大谷川橋 橋梁 修繕
静岡県 牧之原市 国道150号 波津橋 橋梁 修繕
静岡県 御前崎市 国道150号 八千代橋2 橋梁 修繕
静岡県 掛川市 国道150号 竜今寺川橋 橋梁 修繕
静岡県 川根本町 国道362号 前城橋 橋梁 修繕
静岡県 沼津市 国道414号 大手町橋BOX 橋梁 修繕
静岡県 沼津市 国道414号 前原橋1 橋梁 修繕
静岡県 伊豆市 国道414号 三本松橋2 橋梁 修繕
静岡県 河津町 国道414号 七滝高架橋1 橋梁 修繕
静岡県 伊豆市 国道414号 大滝橋側道橋 橋梁 修繕
静岡県 下田市 国道414号 中村大橋 橋梁 修繕
静岡県 伊豆市 国道414号 天城1号橋 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
静岡県

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

静岡県 島田市 国道473号 宮川橋4 橋梁 修繕
静岡県 島田市 県道伊久美元島田線 供方橋 橋梁 修繕
静岡県 南伊豆町 県道南伊豆松崎線 川合野橋 橋梁 修繕
静岡県 南伊豆町 国道136号 湯けむり橋 橋梁 修繕
静岡県 川根本町 国道473号 境川橋2 橋梁 修繕

静岡県トンネル長寿命化修繕計画
静岡県 南伊豆町 県道下田石廊松崎線 塚城トンネル トンネル 修繕
静岡県 南伊豆町 県道下田石廊松崎線 弥陀山トンネル トンネル 修繕
静岡県 川根本町 県道川根寸又峡線 桑野山トンネル トンネル 修繕
静岡県 河津町 国道135号 小湊第２隧道 トンネル 修繕
静岡県 東伊豆町 国道135号 熱川トンネル トンネル 修繕
静岡県 東伊豆町 国道135号 北川トンネル トンネル 修繕
静岡県 西伊豆町 国道136号 賀茂トンネル トンネル 修繕
静岡県 西伊豆町 国道136号 三滝トンネル トンネル 修繕
静岡県 西伊豆町 国道136号 小谷トンネル トンネル 修繕
静岡県 西伊豆町 国道136号 小洞トンネル トンネル 修繕
静岡県 西伊豆町 国道136号 新田子トンネル トンネル 修繕
静岡県 西伊豆町 国道136号 大田子トンネル トンネル 修繕
静岡県 西伊豆町 国道136号 平羽根トンネル トンネル 修繕

静岡県道路附属物等長寿命化修繕計画
静岡県 富士宮市 県道富士川身延線 羽鮒カルバート 道路附属物等 修繕
静岡県 磐田市 県道磐田インター線 磐田ICｱｰﾁｶﾙﾊﾞｰﾄ 道路附属物等 修繕
静岡県 磐田市 県道浜北袋井線 かささぎ大橋左岸跨道橋BOX 道路附属物等 修繕
静岡県 磐田市 県道浜北袋井線 浜北大橋左岸跨道橋BOX 道路附属物等 修繕
静岡県 菊川市 県道吉沢金谷線 吉沢トンネル 道路附属物等 修繕
静岡県 菊川市 県道吉沢金谷線 富田ガードトンネル 道路附属物等 修繕
静岡県 南伊豆町 国道136号 子浦ロックシェッド01 道路附属物等 修繕
静岡県 富士宮市 国道469号 下稲子ガード１ 道路附属物等 修繕
静岡県 富士宮市 国道469号 下稲子ガード２ 道路附属物等 修繕
静岡県 菊川市 国道473号 倉沢ICﾎﾞｯｸｽカｶﾙﾊﾞｰﾄ 道路附属物等 修繕
静岡県 菊川市 国道473号 市道六本松線BOX 道路附属物等 修繕
静岡県 袋井市 県道磐田袋井線 川井歩道橋 道路附属物等 修繕
静岡県 袋井市 県道磐田袋井線 木原歩道橋 道路附属物等 修繕
静岡県 磐田市 県道磐田袋井線 西島歩道橋 道路附属物等 修繕
静岡県 磐田市 県道磐田細江線 豊田南小橋 道路附属物等 修繕
静岡県 菊川市 県道掛川浜岡線 堀田歩道橋 道路附属物等 修繕
静岡県 島田市 県道島田岡部線 岸歩道橋 道路附属物等 修繕
静岡県 掛川市 県道日坂八坂線 日坂歩道橋 道路附属物等 修繕
静岡県 袋井市 県道袋井大須賀線 川井橋 道路附属物等 修繕
静岡県 掛川市 県道日坂沢田線 道路標識 道路附属物等 修繕
静岡県 富士市 県道富士清水線 桧町歩道橋 道路附属物等 修繕
静岡県 富士市 県道富士川身延線 中野台歩道橋 道路附属物等 修繕
静岡県 富士市 県道富士由比線 四丁河原歩道橋 道路附属物等 修繕
静岡県 熱海市 国道135号 網代歩道橋 道路附属物等 修繕
静岡県 南伊豆町 国道136号 子浦ロックシェッド02 道路附属物等 修繕
静岡県 南伊豆町 国道136号 子浦ロックシェッド03 道路附属物等 修繕
静岡県 西伊豆町 国道136号 大田子横断歩道橋 道路附属物等 修繕
静岡県 磐田市 国道150号 村前歩道橋 道路附属物等 修繕

静岡市橋梁長寿命化修繕計画
静岡市 静岡市 県道静岡清水線 西奈橋1 橋梁 修繕
静岡市 静岡市 市道内牧11号線 1号橋(内牧川)2 橋梁 修繕
静岡市 静岡市 市道閑蔵線 下亀久保沢橋 橋梁 修繕
静岡市 静岡市 市道茂野島3号線 大網橋 橋梁 修繕
静岡市 静岡市 市道西里伏木黒川線 無名橋(黒川) 橋梁 修繕
静岡市 静岡市 県道南ｱﾙﾌﾟｽ公園線 五葉沢橋 橋梁 修繕
静岡市 静岡市 県道南ｱﾙﾌﾟｽ公園線 氏澤橋 橋梁 修繕
静岡市 静岡市 県道南ｱﾙﾌﾟｽ公園線 田代澤橋 橋梁 修繕
静岡市 静岡市 県道南ｱﾙﾌﾟｽ公園線 藤澤橋 橋梁 修繕
静岡市 静岡市 市道川合2号線 東橋1 橋梁 修繕
静岡市 静岡市 市道川合3号線 八千代橋1 橋梁 修繕
静岡市 静岡市 市道長尾川堤防自転車道線 長尾川歩行者自転車専用歩道橋 橋梁 修繕
静岡市 静岡市 市道北滝ノ谷10号線 無名橋126 橋梁 修繕

浜松市橋梁長寿命化修繕計画
浜松市 浜松市 県道瀬戸佐久米線 第6号橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 県道中野子安線 安間橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 県道天竜東栄線 下阿多古橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 県道天竜東栄線 静愛橋 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
静岡県

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

浜松市 浜松市 県道天竜東栄線 長沢橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 県道天竜東栄線 両島橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 県道浜松環状線 貴平小橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 国道152号 河内橋1 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 国道152号 河内沢橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 国道152号 西川橋1 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 国道152号 大川桟道橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 国道152号 椿沢橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 国道257号 焼石橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 国道362号 呉石橋1 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 国道362号 春日橋1 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 国道362号 森川橋1 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 国道473号 錦橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 市道元浜神立1号線 富士見橋1 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 市道佐久間相月和泉線 コウチ橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 市道春野中山中線 島峯橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 市道船越小池線 茄子橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 市道雄踏637号線 大谷川一号橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 磐田細江線 下刑部橋 橋梁 修繕

浜松市トンネル長寿命化修繕計画
浜松市 浜松市 県道大輪天竜線 鮎釣隧道 トンネル 修繕
浜松市 浜松市 県道大輪天竜線 扇岩隧道 トンネル 修繕

浜松市道路附属物等長寿命化修繕計画
浜松市 浜松市 県道新城引佐線 奥山歩道橋 道路附属物等 修繕
浜松市 浜松市 県道天竜浜松線 上石田歩道橋 道路附属物等 修繕
浜松市 浜松市 国道152号 宮竹歩道橋 道路附属物等 修繕
浜松市 浜松市 県道浜松袋井線 豊西歩道橋 道路附属物等 修繕
浜松市 浜松市 国道257号 東若林歩道橋 道路附属物等 修繕
浜松市 浜松市 国道257号 若林歩道橋 道路附属物等 修繕
浜松市 浜松市 国道301号 舞阪歩道橋 道路附属物等 修繕
浜松市 浜松市 市道有玉南積志線 中郡歩道橋 道路附属物等 修繕

焼津市橋梁長寿命化修繕計画
焼津市 焼津市 市道浜田排水九号橋線 第9号橋 橋梁 修繕
焼津市 焼津市 市道和田学校線 磯出橋 橋梁 修繕
焼津市 焼津市 市道昭和線 須原橋 橋梁 修繕

菊川市橋梁長寿命化修繕計画
菊川市 菊川市 市道内田加茂線 耳川橋歩道橋 橋梁 修繕
菊川市 菊川市 市道西６号線 法華寺橋 橋梁 修繕

牧之原市橋梁長寿命化修繕計画
牧之原市 牧之原市 菅ヶ谷33号線 大向橋 橋梁 修繕

東伊豆町橋梁長寿命化修繕計画
東伊豆町 東伊豆町 町道湯ノ沢草崎線 大川桟道橋 橋梁 修繕

森町橋梁長寿命化修繕計画
森町 森町 町道太田川圃場北２６号線 160橋 橋梁 修繕
森町 森町 町道葛布線 河原橋 橋梁 修繕



静 岡 県

水管理・国土保全局



令和３年度補正予算　河川事業（直轄・静岡県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

狩野川 狩野川 一般河川改修事業 558　 沼津市
ぬ ま づ し

安倍川 安倍川 一般河川改修事業 192　 静岡市
し ず お か し

大井川 大井川 一般河川改修事業 230　 焼津市
や い づ し

、吉田町
よしだちょう

菊川 菊川 一般河川改修事業 137　 菊川市
き く が わ し

天竜川 天竜川下流 一般河川改修事業 260　 磐田市
い わ た し

、浜松市
は ま ま つ し

富士川 富士川 河川維持修繕事業 286　 韮崎市
に ら さ き し

～河口
か こ う

狩野川 狩野川 河川維持修繕事業 496　 伊豆市
いずし

～河口
か  こ  う

安倍川 安倍川 河川維持修繕事業 428　 静岡市
し ずお か し

～河口
か  こ  う

大井川 大井川 河川維持修繕事業 709　 島田市
しまだし

～河口
か  こ  う

菊川 菊川 河川維持修繕事業 134　 菊川市
き く が わ し

～河口
か  こ  う

天竜川 天竜川下流 河川維持修繕事業 267　 浜松市
は ま ま つ し

～河口
か  こ  う

狩野川 総合水系環境整備事業 60　 伊豆
い ず

の国
くに

市
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・静岡県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

大井川 大井川 事業間連携河川事業 100　 川根
か わ ね

本町
ほんちょう

太田川 太田川 事業間連携河川事業 110　 磐田市
い わ た し

、袋井市
ふ く ろ い し

富士川 沼川 大規模特定河川事業 500　 沼津市
ぬ ま づ し



静岡県

　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 大井川長島ダム 160

河川総合開発事業 天竜川天竜川ダム再編 525

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備　　　　　考



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

あべかわ あべかわ うとうぎにしさわ、かみうとうぎさわ うとうぎちくさぼうえんていこうぐん しずおかし あおいく うとうぎ

静岡河川 砂防 安倍川 安倍川 有東木西沢、上有東木沢 有東木地区砂防堰堤工群 静岡市 葵区 有東木 砂防堰堤工 120
あべかわ あべかわ あべかわかんないさぼうしせつかいちく しずおかし あおいく

安倍川 安倍川 安倍川管内砂防施設改築 静岡市 葵区 流木対策工 180

合計 2 箇所 300

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（静岡県　１／３）

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

かのがわ かのがわりゅうぼくたいさくしせつかいちく いずし

沼津河川国道 火山砂防 狩野川 狩野川流木対策施設改築 伊豆市 流木対策工 360
かのがわ かのがわ まちざわがわ まちざわがわさぼうえんていぐん いずし かじやま

狩野川 狩野川 松沢川 松沢川砂防堰堤群 伊豆市 梶山 砂防堰堤工 120

合計 2 箇所 480

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（静岡県　２／３）

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

ふじさん うるいがわ おおさわがわ ふじさぼうかんないさぼうしせつかいちく ふじのみやし かみいで

富士砂防 火山砂防 富士山 潤井川 大沢川 富士砂防管内砂防施設改築 富士宮市 上井出 遊砂地工 2,130

合計 1 箇所 2,130

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（静岡県　３／３）

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



令和３年度　　直轄地すべり対策事業箇所別調書（補正）（静岡県 １/１）
事務所名 事業区分 地区名 工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

ゆい しずおかし しみずく ゆいにしくらさわ しんそこう

富士砂防 地すべり対策 由比 静岡市 清水区 由比西倉沢 深礎工 964

１箇所 964合計

所在地



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 あべかわ ごうじまさわ しずおかし あおいく ごうじま さぼうえんていこう

砂防等事業 安倍川 郷島沢 静岡市 葵区 郷島 砂防堰堤工 5
せとがわ とがみさわ ふじえだし おかべちょうみわ さぼうえんていこう

瀬戸川 外神沢 藤枝市 岡部町三輪 砂防堰堤工 50
せとがわ ゆやきたさわ ふじえだし おかべちょうおかべ さぼうえんていこう

瀬戸川 湯谷北沢 藤枝市 岡部町岡部 砂防堰堤工 40
てんりゅうがわ かみかんぞさわ いわたし かみかんぞ さぼうえんていこう

天竜川 上神増沢 磐田市 上神増 砂防堰堤工 10
おおたがわ にょうろさわ しゅうちぐん もりまち にしまた さぼうえんていこう

太田川 ニョウロ沢 周智郡 森町 西俣 砂防堰堤工 30
てんりゅうがわ にしのひらさわ はままつし てんりゅうく にしふじだいら さぼうえんていこう

天竜川 西の平沢 浜松市 天竜区 西藤平 砂防堰堤工 30
てんりゅうがわ いもほりてらさわ はままつし てんりゅうく さくまちょうあいづき さぼうえんていこう

天竜川 芋堀寺沢 浜松市 天竜区 佐久間町相月 砂防堰堤工 30
てんりゅうがわ どいどみなみさわ はままつし てんりゅうく やまひがし さぼうえんていこう

天竜川 土井戸南沢 浜松市 天竜区 山東 砂防堰堤工 19
みやこだがわ きがてんじんやまさわ はままつし きたく ほそえちょうきが さぼうえんていこう

都田川 気賀天神山沢 浜松市 北区 細江町気賀 砂防堰堤工 5
かのがわ やとさわみぎしせん いずし しゅぜんじ さぼうえんていこう

狩野川 谷戸沢右支川 伊豆市 修善寺 砂防堰堤工 40
かのがわ はんぎょうじさわ いずし しゅぜんじ さぼうえんていこう

狩野川 半経寺沢 伊豆市 修善寺 砂防堰堤工 20
かのがわ しなはちがわ いずし とい さぼうえんていこう

狩野川 品鉢川 伊豆市 土肥 砂防堰堤工 5

１２箇所 284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（静岡県　1/3）

事業区分 水系名 渓流名 所在地



地すべり
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

事業間連携 くちさかもと しずおかし あおいく くちさかもと しゅうすいせいこう

砂防等事業 口坂本 静岡市 葵区 口坂本 集水井工 9

くちさかもとＮｏ２ しずおかし あおいく くちさかもと よこぼーりんぐこう

口坂本No.2 静岡市 葵区 口坂本 横ボーリング工 15

かみにしのや かけがわし かみにしのや よこぼーりんぐこう

上西之谷 掛川市 上西之谷 横ボーリング工 12

３箇所 36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（静岡県　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）

事業間連携 みずかわはしむかい はいばらぐん かわねほんちょう みずかわ まちうけようへきこう

砂防等事業 水川橋向 榛原郡 川根本町 水川 待受擁壁工 20.9

みずかわにし はいばらぐん かわねほんちょう みずかわ まちうけようへきこう

水川西 榛原郡 川根本町 水川 待受擁壁工 38

しもひらた はままつし てんりゅうく わたがしま まちうけようへきこう

下平田 浜松市 天竜区 渡ヶ島 待受擁壁工 60.8
りょうしまやまもとＡ はままつし てんりゅうく りょうしま まちうけようへきこう

両島山本A 浜松市 天竜区 両島 待受擁壁工 47.5

４箇所 167.2
※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（静岡県　3/3）

事業区分 水系名 箇所名 所在地



中部地方整備局（静岡県） （単位：百万円）

海岸保全施設整備事業 富士海岸 富士
ふ じ

市
し

、静岡市
し ず お か し

、沼津市
ぬ ま づ し

640

海岸保全施設整備事業 駿河海岸 焼津市
や い づ し

、吉田町
よしだちょう

、牧之原市
ま き の は ら し

660

静岡県　計 1,300

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



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

あべかわ あべかわ あべかわかんないさぼうしせつかいちく しずおかし あおいく

静岡河川 砂防 安倍川 安倍川 安倍川管内砂防施設改築 静岡市 葵区 流木対策工 100

合計 1 箇所 100

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（ゼロ国）（静岡県　１／３）

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

かのがわ かのがわ まちざわがわ まちざわがわさぼうえんていぐん いずし かじやま

沼津河川国道 火山砂防 狩野川 狩野川 松沢川 松沢川砂防堰堤群 伊豆市 梶山 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（ゼロ国）（静岡県　２／３）

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

ふじさん かざまつりかわ ためのさわ かざまつりじょうりゅうえんていこうぐん ふじのみやし やまみや

富士砂防 火山砂防 富士山 風祭川 溜野沢 風祭上流堰堤工群 富士宮市 山宮 遊砂地工 250

合計 1 箇所 250

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（ゼロ国）（静岡県　３／３）

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



静　岡　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　 浜松市

（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

0 200,000 200,000

浜松市 浜松市 継続 天竜川駅周辺地区 1/2 0 100,000 100,000

0 200,000 200,000

合計 0 100,000 100,000

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:静岡県 (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） 焼津広幡線 焼津市 越後島工区 402

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:静岡県 (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 静岡県 静岡県無電柱化推進計画事業 146
(一)静岡空港線(坂口～湯日)〔牧之原市～島田市〕、(一)富士
富士宮線(宮町)〔富士宮市〕、(主)細江金谷線（坂口）〔牧之原
市〕、(都)西間門新谷線(4工区)〔清水町〕

無電柱化推進計画事業 静岡市 静岡市無電柱化推進計画事業 200
(国)149号(港町2丁目～富士見町)、(主)山脇大谷線(大谷工
区)、(都)日出町高松線(八幡工区)

無電柱化推進計画事業 浜松市 浜松市無電柱化推進計画事業 52 (都)植松伊左地線(野口～山下工区)

無電柱化推進計画事業 沼津市 静岡県無電柱化推進計画事業 113
(都)沼津南一色線(沼津市東熊堂)ほか1路線、(都)千本香貫
山線（沼津市本）

※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

静岡県

静岡県

静岡県国際拠点港湾 清 水 静 岡 県 小 計 1,135 1,135

静岡県 直 轄 735 735

静岡県 補 助 400 400

静岡県

静岡県重 要 港 湾 御 前 崎 静 岡 県 小 計 100 100

静岡県 直 轄 100 100

静岡県

静岡県地 方 港 湾 下 田 静 岡 県 小 計 681 681 避難港

静岡県 直 轄 681 681 避難港

静岡県

1,916 1,916

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

静 岡 県



港 湾 局

(単位：百万円)

単年度支出 ゼロ国債 合　計

津 波 対 策 清 水 静 岡 県 小 計 80 80

補 助 80 80

御 前 崎 静 岡 県 小 計 320 320

補 助 320 320

400 400合　　　　計

海岸管理者 摘　　要

事 業 区 分

令 和 ３ 年 度 補 正 予 算

静 岡 県

令 和 ３ 年 度　 海 岸 事 業 予 算

事 業 種 別 海 岸 名
事　　業　　費
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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）

（静岡県）
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

快適にヒト・モノが行き交う
“ふじのくに”のみちづくり

静岡県,袋井市,富士市,御前崎市,焼津市,伊
豆市,磐田市,森町,東伊豆町

136,375 

奥大井の豊かな観光資源を活か
す道路整備

静岡県,川根本町 5,000 

141,375 

※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）

（静岡県）
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

ふじのくに静岡県の舗装の長寿
命化の推進

静岡県 414,240 

命と暮らしを守る“ふじのく
に”のみちづくり（防災・安
全）

静岡県,下田市,東伊豆町,河津町,南伊豆町,
松崎町,西伊豆町,熱海市,伊東市,沼津市,御
殿場市,裾野市,伊豆の国市,清水町,長泉町,
富士宮市,富士市,焼津市,牧之原市,吉田町,
袋井市,磐田市,掛川市,菊川市,森町,湖西
市,伊豆市,三島市,小山町,藤枝市,御前崎市

231,274 

ふじのくに静岡県の県土強靭化
道路整備計画（防災・減災）

静岡県,伊豆市 147,702 

安全・安心な港づくりの推進
（防災・安全）（重点計画）

静岡県 56,000 

静岡県における安全安心で魅力
ある県土づくりを目指した浸水
対策の推進（防災・安全）

静岡県,富士市,沼津市,吉田町,袋井市,静岡
市,牧之原市,藤枝市,焼津市,裾野市,伊豆
市,島田市,松崎町,西伊豆町,伊東市,下田
市,河津町,南伊豆町,伊豆の国市,川根本町,
小山町

2,740,000 

静岡県における安全安心で魅力
ある県土づくりを目指した事前
防災・減災対策の推進（防災・
安全）（緊急対策）

静岡県,沼津市,静岡市,三島市 524,000 

豪雨等による土砂災害に備えた
「安心・安全社会」の構築
（防災・安全）（重点）

静岡県,沼津市 634,366 

豪雨等による土砂災害に備えた
「安心・安全社会」の構築
（防災・安全）

静岡県,沼津市,三島市,富士市,磐田市,掛川
市,裾野市,袋井市,菊川市,伊豆の国市,松崎
町,森町,南伊豆町,下田市,西伊豆町,長泉
町,静岡市,東伊豆町,小山町,島田市,川根本
町,伊豆市

662,550 

静岡県における流域下水道によ
る汚水処理の推進（防災・安
全）　第３期

静岡県 206,000 

静岡県における流域下水道によ
る汚水処理の推進（防災・安
全）　第３期（重点計画）

静岡県 44,000 

静岡県の港湾における安全・安
心な海岸づくりの推進（防災・
安全）

静岡県 435,000 



（静岡県）
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

静岡県における地震・津波から
命を守る海岸づくりの推進（防
災・安全）緊急対策

静岡県,伊豆市 298,000 

静岡県における安全で潤いと憩
いのある海岸づくりの推進（防
災・安全）

静岡県 50,000 

緊急的な盛土対策に向けた調査
等の推進（防災・安全）

静岡県 30,000 

原駅周辺地区における交通結節
点の機能強化

沼津市 60,000 

沼津市公共下水道耐震・ストッ
クマネジメント支援事業（防
災・安全）

沼津市 15,000 

沼津市宅地耐震化推進事業（防
災・安全）

沼津市 13,250 

公園の長寿命化による安全で快
適な地域まちづくり

富士宮市 15,000 

下水道の防災・安全対策整備事
業（防災・安全）

伊東市 20,000 

安全・安心な暮らしを支える
“富士”のみちづくり（防災・
安全）

富士市 12,500 

富士市下水道施設の再構築・耐
震化計画（防災・安全）

富士市 25,800 

安全・安心で快適な都市公園づ
くり（防災・安全）

富士市 30,000 

磐田市宅地耐震化推進事業（防
災・安全）

磐田市 1,000 

活気にあふれる産業を支える、
安全性・利便性のあるみなとづ
くり（防災・安全）（重点計
画）

焼津市 30,000 

大井川港における安全・安心な
海岸づくりの推進（防災・安
全）

焼津市 126,000 



（静岡県）
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

焼津市における住宅・建築物及
び市街地の安全性の向上（防
災・安全）

焼津市 19,000 

藤枝市における宅地耐震化事業
（防災・安全）

藤枝市 7,000 

袋井市における安全・安心なみ
ちづくり

袋井市 13,500 

袋井市宅地耐震化推進事業（防
災・安全）

袋井市 5,000 

裾野市宅地耐震化推進事業（防
災・安全）

裾野市 1,500 

伊豆市下水道施設防災対策事業
（防災・安全）（第2期）

伊豆市 17,000 

静岡市の暮らしを支えるみちづ
くり（第２期）（防災・安全）

静岡市 175,830 

命と暮らしをささえる下水道
（防災・安全）（第２期）

静岡市 99,000 

都市公園安全・安心対策推進の
ための公園整備計画

静岡市 8,000 

静岡市宅地耐震化推進事業（防
災・安全）

静岡市 6,900 

出世の街浜松を支える道路の安
全・安心の確保（防災・安全）

浜松市 682,143 

浜松市浸水対策計画（防災・安
全）

浜松市 35,000 

浜松市における下水道施設の再
構築、防災・安全対策の推進
（防災・安全）

浜松市 454,300 

8,345,855 

※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）

（静岡県）
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

快適にヒト・モノが行き交う
“ふじのくに”のみちづくり

静岡県,袋井市,富士市,御前崎市,焼津市,伊
豆市,磐田市,森町,東伊豆町

160,000 

市街地における安全で円滑な交
通の確保

静岡県 85,000 

袋井駅南地区における機能性の
高いまちづくり

静岡県,袋井市 39,000 

ふじのくに静岡県の競争力強化
のための成長基盤となる工業団
地アクセス道路整備計画

静岡県,湖西市,小山町,藤枝市 27,500 

良好な住環境の実現 焼津市,静岡県 23,500 

奥大井の豊かな観光資源を活か
す道路整備

静岡県,川根本町 15,000 

広域拠点都市として活発な交流
を促す魅力あふれるまちづくり

沼津市 69,000 

三島市の安全で円滑な道路網の
整備

三島市 8,000 

賑わいと地域活性化の場となる
都市公園づくり

富士市 17,600 

東海道本線袋井・磐田間新駅を
核としたまちづくり

静岡県,磐田市 21,000 

賑わいを創出するスポーツ交流
拠点の整備

藤枝市 165,000 

静岡市の地域活性化に貢献する
みちづくり（第２期）

静岡市 39,000 

ストック効果を高めるアクセス
道路（一次）の整備【企業集積
地区】

静岡市 16,500 



（静岡県）
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

拠点間を移動しやすいみちづく
り

浜松市 13,750 

699,850 

※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）

（静岡県）
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

通学路交通安全プログラム等に
基づく“ふじのくに”の安全・
安心なみちづくり

静岡県,東伊豆町,南伊豆町,伊東市,沼津市,
三島市,御殿場市,伊豆市,函南町,清水町,富
士宮市,島田市,焼津市,藤枝市,牧之原市,磐
田市,掛川市,袋井市,菊川市,御前崎市,森
町,湖西市,裾野市

185,894 

市街地における通学路の交通安
全プログラムに基づく交通安全
施設整備

静岡県,長泉町,湖西市 72,050 

ふじのくにの安全・安心な自転
車通行環境整備

静岡県,沼津市,清水町,三島市 64,350 

静岡市の通学路の安全を守るみ
ちづくり（第２期）（防災・安
全）

静岡市 51,260 

出世の街浜松を支える道路の安
全・安心の確保（防災・安全）

浜松市 250,000 

安全で快適な自転車通行環境づ
くり（防災・安全）

浜松市 19,525 

子どもの未来を明るく照らす、
安全・安心な通学路整備（防
災・安全）

浜松市 13,200 

交通事故ワースト１脱出に向け
た安全・安心なみちづくり（防
災・安全）

浜松市 7,000 

663,279 

※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


