
沖 縄 県

道 路 局



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：直轄事業

所　　管：内閣府

都道府県名：沖縄県 (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58号 名護市 後原橋架替 60

改築 国道58号 名護市 名護東道路 40

改築 国道58号 恩納村 恩納バイパス 40

改築 国道58号 浦添市～那覇市 浦添拡幅 360

改築 国道329号 西原町～南風原町 与那原バイパス 300

改築 国道329号 南風原町～那覇市 南風原バイパス 80

改築 国道506号 那覇市～豊見城市 小禄道路 5,600

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：内閣府

都道府県名：沖縄県 (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58号
国頭村、恩納村、
名護市

沖縄58号交通安全対策 160

交通安全 国道329号 与那原町 沖縄329号交通安全対策 12

交通安全 国道331号 豊見城市 沖縄331号交通安全対策 20

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：内閣府

都道府県名：沖縄県 (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58号 読谷村 沖縄58号電線共同溝 40 伊良皆地区電線共同溝 40

電線共同溝 国道329号 中城村 沖縄329号電線共同溝 20 奥間地区電線共同溝 20

電線共同溝 国道331号 南城市 沖縄331号電線共同溝 80 津波古地区電線共同溝 80

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：内閣府

都道府県名：沖縄県 (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58号 恩納村 沖縄58号維持管理 86

維持管理 国道329号 豊見城市 沖縄329号維持管理 70

維持管理 国道330号 那覇市 沖縄330号維持管理 45

維持管理 国道331号 那覇市 沖縄331号維持管理 44

維持管理 カーボンニュートラル 5

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：内閣府

都道府県名：沖縄県 (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58号 読谷村 読谷道路 250

改築 国道506号 那覇市～豊見城市 小禄道路 150

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：内閣府

都道府県：沖縄県 (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329号 中城村 沖縄329号交通安全対策 100 奥間南交差点改良（中城村） 100

コザ十字路交差点他交通安全対策（沖縄市） 60

ライカム交差点他交通安全対策（北中城村） 40

路線名 備考

交通安全 国道330号 沖縄330号交通安全対策 100沖縄市、北中城村



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：内閣府

都道府県名:沖縄県 (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） 南風原知念線
南風原町、南城
市

南部東道路
【南部東道路】

50

改築 （一) 幸地インター線 西原町 西原町翁長～西原町幸地 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：内閣府

都道府県名:沖縄県 (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 沖縄県 沖縄県無電柱化推進計画事業 220
(主)名護宜野座線〔名護市〕、(一)平良久松港線〔宮古島市〕、(主)沖
縄環状線〔沖縄市〕、(国)390号（下地～平良）〔宮古島市〕、(一)平良
下地島空港線〔宮古島市〕、(一)平良新里線〔宮古島市〕

無電柱化推進計画事業 読谷村 読谷村無電柱化推進計画事業 180 (村)大木喜名線

無電柱化推進計画事業 北谷町 北谷町無電柱化推進計画事業 100 (町)美浜1号線、(町)美浜線



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：内閣府

都道府県名:沖縄県 (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 沖縄県 橋梁長寿命化修繕計画 525 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 沖縄県 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 沖縄県 道路附属物等長寿命化修繕計画 19 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 那覇市 橋梁長寿命化修繕計画 9 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 石垣市 橋梁長寿命化修繕計画 8 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 糸満市 橋梁長寿命化修繕計画 27 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 宮古島市 橋梁長寿命化修繕計画 39 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 国頭村 橋梁長寿命化修繕計画 34 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 大宜味村 橋梁長寿命化修繕計画 2 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 宜野座村 橋梁長寿命化修繕計画 183 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 北中城村 橋梁長寿命化修繕計画 8 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 中城村 橋梁長寿命化修繕計画 29 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：内閣府

都道府県名:沖縄県 (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 与那原町 橋梁長寿命化修繕計画 8 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 南大東村 橋梁長寿命化修繕計画 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
沖縄県

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

沖縄県橋梁長寿命化修繕計画
沖縄県 名護市 県道14号線 和泉橋 橋梁 修繕
沖縄県 石垣市 富野大川線 武那田原小橋 橋梁 修繕
沖縄県 大宜味村 県道9号線 大保大橋 橋梁 更新
沖縄県 国頭村 国頭東線 安波橋 橋梁 修繕
沖縄県 東村 国頭東線 川田橋 橋梁 修繕
沖縄県 東村 国道331号 4号橋 橋梁 修繕
沖縄県 名護市 国道505号 呉我橋 橋梁 修繕
沖縄県 本部町 瀬底健堅線 瀬底大橋 橋梁 修繕
沖縄県 石垣市 石垣港伊原間線 下田原橋 橋梁 修繕
沖縄県 宮古島市 池間大浦線 世渡橋 橋梁 修繕
沖縄県 石垣市 平野伊原間線 平久保橋 橋梁 修繕
沖縄県 宮古島市 平良城辺線 第一比嘉橋 橋梁 修繕
沖縄県 宮古島市 平良城辺線 第一比嘉橋右側道橋 橋梁 修繕
沖縄県 宮古島市 平良城辺線 第一比嘉橋左側道橋 橋梁 修繕
沖縄県 宮古島市 平良城辺線 第二比嘉橋 橋梁 修繕
沖縄県 宮古島市 平良城辺線 第二比嘉橋右側道橋 橋梁 修繕
沖縄県 宮古島市 平良城辺線 第二比嘉橋左側道橋 橋梁 修繕
沖縄県 今帰仁村 名護運天港線 玉城橋 橋梁 修繕

沖縄県トンネル長寿命化修繕計画
沖縄県 竹富町 白浜南風見線 西表トンネル トンネル 修繕

沖縄県道路附属物等長寿命化修繕計画
沖縄県 うるま市 伊計平良川線 伊計島洞門 道路附属物等 修繕

那覇市橋梁長寿命化修繕計画
那覇市 那覇市 市道壺屋三原北線 開眼橋 橋梁 修繕

石垣市橋梁長寿命化修繕計画
石垣市 石垣市 市道川平9号線 1号函渠 橋梁 修繕

糸満市橋梁長寿命化修繕計画
糸満市 糸満市 市道Ｄ2号線 西崎南橋 橋梁 修繕
糸満市 糸満市 市道Ｄ2号線 西崎北大橋 橋梁 修繕

宮古島市橋梁長寿命化修繕計画
宮古島市 宮古島市 市道伊良部98号線 いんた橋 橋梁 修繕
宮古島市 宮古島市 市道来間大橋線 来間大橋 橋梁 修繕

国頭村橋梁長寿命化修繕計画
国頭村 国頭村 村道安田伊部線 伊部橋 橋梁 修繕
国頭村 国頭村 村道上島兼久線 上島橋 橋梁 修繕

大宜味村橋梁長寿命化修繕計画
大宜味村 大宜味村 村道立名原線 石保橋 橋梁 更新

宜野座村橋梁長寿命化修繕計画
宜野座村 宜野座村 村道漢那ダム2号線 中山第二橋 橋梁 修繕
宜野座村 宜野座村 村道宜野座浄水場線 長門第二橋 橋梁 修繕
宜野座村 宜野座村 村道高松中央線 高松第一橋 橋梁 修繕
宜野座村 宜野座村 村道高松長門境界線 高松第二橋 橋梁 修繕
宜野座村 宜野座村 村道松田港原中1号線 港原第五橋 橋梁 修繕
宜野座村 宜野座村 村道惣慶中央線 福地橋２ 橋梁 修繕

北中城村橋梁長寿命化修繕計画
北中城村 北中城村 村道熱田渡口線 熱田渡口橋 橋梁 更新

中城村橋梁長寿命化修繕計画
中城村 中城村 村道南伸１号線 南伸1号線1号橋 橋梁 更新

与那原町橋梁長寿命化修繕計画
与那原町 与那原町 町道与原６号線 ボックス６ 橋梁 修繕

南大東村橋梁長寿命化修繕計画
南大東村 南大東村 村道北新丸山支線 真玉橋 橋梁 更新



令和３年度　補正予算　箇所表（ゼロ国債）

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：内閣府

都道府県名:沖縄県 (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 沖縄県 橋梁長寿命化修繕計画 300 個別の構造物は別紙（ゼロ国債）参照



令和３年度　補正予算　箇所表 別紙（ゼロ国債）

※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成
沖縄県

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

沖縄県橋梁長寿命化修繕計画
沖縄県 大宜味村 県道9号線 大保大橋 橋梁 更新



沖 縄 県

水管理・国土保全局



沖縄県

　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 大保川大保ダム 50

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備　　　　　考



沖　縄　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：　内閣府
都道府県名：　沖縄県

（単位：百万円）

整備 国営沖縄記念公園 那覇市、国頭郡本部町 330

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：内閣府

都道府県名:沖縄県 (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 沖縄県 沖縄県無電柱化推進計画事業 220

(主)名護宜野座線〔名護市〕、(一)平良久松港線〔宮古島
市〕、(主)沖縄環状線〔沖縄市〕、(国)390号（下地～平良）〔宮
古島市〕、(一)平良下地島空港線〔宮古島市〕、(一)平良新里
線〔宮古島市〕

無電柱化推進計画事業 読谷村 読谷村無電柱化推進計画事業 180 (村)大木喜名線

無電柱化推進計画事業 北谷町 北谷町無電柱化推進計画事業 100 (町)美浜1号線、(町)美浜線

※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

沖縄県

沖縄県

沖縄県重 要 港 湾 那 覇 那 覇 港 小 計 200 450 650

沖縄県 管 理 組 合 直 轄 200 450 650

沖縄県

沖縄県 平 良 宮 古 島 市 小 計 380 380

沖縄県 直 轄 380 380

沖縄県

沖縄県 石 垣 石 垣 市 小 計 250 500 750

沖縄県 直 轄 250 500 750

沖縄県

沖縄県航 路 竹 富 南 国 小 計 100 100

沖縄県 直 轄 100 100

沖縄県

550 1,330 1,880合　　　　計

港湾管理者

令 和 ３ 年 度 補 正 予 算

摘　　要

事業区分
事　　業　　費

沖 縄 県

令 和 ３ 年 度　 港 湾 整 備 事 業 予 算 

港　　格 港　　名



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　官庁営繕部箇所別調書

沖縄県 （単位：百万円）

事　業　名 箇　所　名 所　在　地 事 業 費 備　　考

官庁営繕費 那覇第１地方合同庁舎 沖縄県　那覇市 67 給排水設備改修

合　　計 67



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）

（沖縄県）
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

地域住民の安全性･利便性を確保
する道路整備

那覇市,宜野湾市,石垣市,浦添市,名護市,糸
満市,沖縄市,豊見城市,うるま市,宮古島市,
南城市,国頭村,今帰仁村,本部町,金武町,読
谷村,中城村,与那原町,南風原町,伊平屋村,
伊是名村,八重瀬町,多良間村,竹富町

1,900 

沖縄県における住宅セーフティ
ネットの構築

沖縄県,那覇市,宜野湾市,沖縄市,名護市,糸
満市,豊見城市,宮古島市,伊江村,読谷村,与
那原町,南風原町,八重瀬町

177,000 

178,900 

※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）

（沖縄県）
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

県民が安全・安心に暮らせる総
合的な浸水対策の推進（防災・
安全）

沖縄県 300,000 

災害に強い県土づくり～土砂災
害対策の推進～（防災・安全）

沖縄県 770,000 

沖縄地域の防災・暮らしの安心
に資する下水道整備（防災・安
全）（重点計画）

那覇市,宜野湾市,石垣市,浦添市,名護市,糸
満市,沖縄市,豊見城市,うるま市,読谷村,北
谷町,北中城村,西原町,与那原町,南風原町

192,000 

沖縄地域の防災・暮らしの安心
に資する下水道整備（防災・安
全）

那覇市,石垣市,名護市,糸満市,うるま市,宮
古島市,竹富町,沖縄市,宜野湾市,北谷町

42,000 

土砂災害防止法に基づく基礎調
査の推進（防災・安全）

沖縄県 38,000 

災害に強い県土づくり～海岸に
おける安全・安心の確保～（防
災・安全）（重点）

沖縄県 90,000 

危険性の高い盛土緊急対策（防
災・安全）

沖縄県 10,000 

那覇市宅地耐震化推進事業（防
災・安全）（その2）

那覇市 8,679 

宜野湾市宅地耐震化推進事業
（防災・安全）

宜野湾市 1,094 

久米島町宅地耐震化推進事業
（防災・安全）

久米島町 7,472 

快適で潤いのある環境の創造と
活気あふれる”みなと”まちづ
くり

那覇港管理組合（普通会計分） 90,000 

那覇港海岸における安心安全の
向上（防災・安全）

那覇港管理組合（普通会計分） 54,000 

1,603,245 

※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）

（沖縄県）
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

地域住民の安全性･利便性を確保
する道路整備

那覇市,宜野湾市,石垣市,浦添市,名護市,糸
満市,沖縄市,豊見城市,うるま市,宮古島市,
南城市,国頭村,今帰仁村,本部町,金武町,読
谷村,中城村,与那原町,南風原町,伊平屋村,
伊是名村,八重瀬町,多良間村,竹富町

4,100 

沖縄地域の自然環境の保全・再
生および安全なまちづくりを推
進する下水道整備

沖縄県,那覇市,石垣市,名護市,糸満市 264,000 

268,100 

※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


