
福 島 県

道 路 局



令和４年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：福島県 (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 矢吹町～鏡石町 矢吹鏡石道路 100

改築 国道4号 伊達市～国見町 伊達拡幅 880

改築 国道6号 いわき市 勿来バイパス 3,000

改築 国道13号 福島市 福島西道路（Ⅱ期） 3,370

改築 国道49号 いわき市 北好間改良 150

改築 国道49号 柳津町～西会津町 会津防災 290

改築 国道121号 下郷町 湯野上バイパス 4,520

改築 国道289号 只見町 八十里越 1,300

路線名 備考



令和４年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：福島県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

女石地区交差点改良（白河市） 15

薄葉交差点改良（白河市） 15

泉崎地区事故対策（泉崎村） 160

矢吹地区事故対策（矢吹町） 156

岩谷下交差点改良（福島市） 200

鳥谷野交差点改良（福島市） 30

国見地区付加車線整備（国見町） 122

出口交差点改良（いわき市） 99

草野交差点改良（いわき市） 68

四倉駅入口交差点改良（いわき市） 9

双葉地区事故対策（双葉町） 108

交通安全 国道6号
いわき市、
双葉町

福島6号交通安全対策 284

路線名 備考

交通安全 国道4号
白河市、泉崎村、
矢吹町、福島市、
国見町

福島4号交通安全対策 698



令和４年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：福島県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費路線名 備考

中野地区事故対策 15

北矢野目交差点改良 20

向町田交差点改良（いわき市） 33

好間地区歩道整備（いわき市） 15

山中交差点改良（郡山市） 30

谷田川地区歩道整備（郡山市） 106

山潟地区線形改良（猪苗代町） 42

榎木檀地区事故対策（会津若松市） 58

北柳原交差点改良（会津若松市） 5

藤大田地区付加車線整備（柳津町） 53

滝額付加車線整備（柳津町） 80

菅沢付加車線整備（柳津町） 18

交通安全 国道49号

いわき市、
郡山市、
猪苗代町、
会津若松市、
柳津町

福島49号交通安全対策 440

交通安全 国道13号 福島市 福島13号交通安全対策 35



令和４年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：福島県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

大黒町地区電線共同溝（須賀川市) 20

黒岩地区電線共同溝（福島市) 60

松山町地区電線共同溝（福島市) 90

富田地区電線共同溝（郡山市) 20

一箕町地区電線共同溝（会津若松市) 106

亀賀地区電線共同溝（会津若松市) 131

会津若松地区電線共同溝（会津若松市) 69

須賀川市、福島
市

郡山市、会津若
松市

170

326

電線共同溝

電線共同溝

路線名 備考

国道4号

国道49号

福島4号電線共同溝

福島49号電線共同溝



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：福島県 (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121号
下郷町、南会津
町

下郷田島バイパス 388 会津縦貫南道路

改築 国道121号 会津若松市 若松北バイパス 1,011 会津縦貫北道路

路線名 備考



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：福島県 (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 福島県 福島県無電柱化推進計画事業 1,020

(国)252号(七日町)〔会津若松市〕、(国)459号(上町)
〔喜多方市〕、(国)118号(錦町外)〔会津若松市〕、(主)
小名浜平線(花畑)〔いわき市〕、(主)中野須賀川線(牛
袋)〔須賀川市〕、(一)水原福島線(杉妻)〔福島市〕、(都)
須賀川駅並木町線〔須賀川市〕、(都)白河駅白坂線
(向新蔵)〔白河市〕、(都)西郷搦目線〔白河市〕、(都)腰
浜町町庭坂線〔福島市〕

無電柱化推進計画事業 郡山市 郡山市無電柱化推進計画事業 64 (市)開成三丁目7号線(開成三丁目)

無電柱化推進計画事業 いわき市 いわき市無電柱化推進計画事業 223 (都)搔槌小路幕ﾉ内線(柳町)

無電柱化推進計画事業 喜多方市 喜多方市無電柱化推進計画事業 70 (都)坂井四ﾂ谷線(御清水東)



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：福島県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 整備地区名 事業主体 事業費

補助事業

交通安全対策（地区内連携） 福島市 北谷地地区 福島県 29

交通安全対策（地区内連携） 塙町 上町地区 福島県 42

交通安全対策（地区内連携） 楢葉町 下小塙・上小塙地区 楢葉町 141

備考



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成 

所　　　管：国土交通省

都道府県名：福島県 (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

交通安全対策（通学路緊急対策） 福島県 福島県通学路緊急対策推進計画 1,053

河東学園、会津若松市湊小学校、第二小学校、芦沢
小学校、檜枝岐小学校、南郷小学校、さくら小学校、
宮川小学校、泉崎第二小学校、矢祭小学校、塙小学
校

交通安全対策（通学路緊急対策） 福島市 福島県福島市通学路緊急対策推進計画 11 松川小学校、庭坂小学校、余目小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） いわき市 福島県いわき市通学路緊急対策推進計画 50

菊田小学校、錦東小学校、好間第一小学校、江名小
学校、高坂小学校、小玉小学校、小川小学校、小名
浜第二小学校、小名浜東小学校、上遠野小学校、泉
小学校、大浦小学校、長倉小学校、田人小学校、渡
辺小学校、湯本第一小学校、湯本第二小学校、平第
一小学校、平第三小学校、平第四小学校、豊間小学
校、勿来第一小学校、勿来第三小学校、勿来第二小
学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 大玉村 福島県大玉村通学路緊急対策推進計画 10 玉井小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 磐梯町 福島県磐梯町通学路緊急対策推進計画 9 磐梯第一小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 西郷村 福島県西郷村通学路緊急対策推進計画 27 熊倉小学校、小田倉小学校、米小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 塙町 福島県塙町通学路緊急対策推進計画 10 塙小学校



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：福島県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業主体 事業費 備考

補助事業

踏切道改良計画事業 郡山市 第一越後街道踏切道 郡山市 332

踏切道改良計画事業 いわき市 自動車練習所踏切道 いわき市 281



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：福島県 (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 福島県 橋梁長寿命化修繕計画 4,933 別紙参照

道路メンテナンス事業 福島県 トンネル長寿命化修繕計画 1,504 別紙参照

道路メンテナンス事業 福島県 道路附属物等長寿命化修繕計画 1,197 別紙参照

道路メンテナンス事業 福島市 橋梁長寿命化修繕計画 546 別紙参照

道路メンテナンス事業 福島市 道路附属物等長寿命化修繕計画 23 別紙参照

道路メンテナンス事業 会津若松市 橋梁長寿命化修繕計画 103 別紙参照

道路メンテナンス事業 郡山市 橋梁長寿命化修繕計画 502 別紙参照

道路メンテナンス事業 いわき市 橋梁長寿命化修繕計画 973 別紙参照

道路メンテナンス事業 いわき市 トンネル長寿命化修繕計画 11 別紙参照

道路メンテナンス事業 いわき市 道路附属物等長寿命化修繕計画 10 別紙参照

道路メンテナンス事業 白河市 橋梁長寿命化修繕計画 396 別紙参照

道路メンテナンス事業 白河市 トンネル長寿命化修繕計画 14 別紙参照



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：福島県 (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 須賀川市 橋梁長寿命化修繕計画 155 別紙参照

道路メンテナンス事業 喜多方市 橋梁長寿命化修繕計画 246 別紙参照

道路メンテナンス事業 相馬市 橋梁長寿命化修繕計画 49 別紙参照

道路メンテナンス事業 二本松市 橋梁長寿命化修繕計画 193 別紙参照

道路メンテナンス事業 田村市 橋梁長寿命化修繕計画 72 別紙参照

道路メンテナンス事業 南相馬市 橋梁長寿命化修繕計画 153 別紙参照

道路メンテナンス事業 伊達市 橋梁長寿命化修繕計画 121 別紙参照

道路メンテナンス事業 本宮市 橋梁長寿命化修繕計画 91 別紙参照

道路メンテナンス事業 桑折町 橋梁長寿命化修繕計画 34 別紙参照

道路メンテナンス事業 国見町 橋梁長寿命化修繕計画 46 別紙参照

道路メンテナンス事業 川俣町 橋梁長寿命化修繕計画 29 別紙参照

道路メンテナンス事業 大玉村 橋梁長寿命化修繕計画 6 別紙参照

道路メンテナンス事業 鏡石町 橋梁長寿命化修繕計画 171 別紙参照



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：福島県 (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 天栄村 橋梁長寿命化修繕計画 34 別紙参照

道路メンテナンス事業 下郷町 橋梁長寿命化修繕計画 79 別紙参照

道路メンテナンス事業 檜枝岐村 橋梁長寿命化修繕計画 2 別紙参照

道路メンテナンス事業 只見町 橋梁長寿命化修繕計画 96 別紙参照

道路メンテナンス事業 南会津町 橋梁長寿命化修繕計画 129 別紙参照

道路メンテナンス事業 北塩原村 橋梁長寿命化修繕計画 23 別紙参照

道路メンテナンス事業 西会津町 橋梁長寿命化修繕計画 91 別紙参照

道路メンテナンス事業 磐梯町 橋梁長寿命化修繕計画 7 別紙参照

道路メンテナンス事業 猪苗代町 橋梁長寿命化修繕計画 64 別紙参照

道路メンテナンス事業 猪苗代町 道路附属物等長寿命化修繕計画 11 別紙参照

道路メンテナンス事業 会津坂下町 橋梁長寿命化修繕計画 69 別紙参照

道路メンテナンス事業 湯川村 橋梁長寿命化修繕計画 24 別紙参照

道路メンテナンス事業 柳津町 橋梁長寿命化修繕計画 20 別紙参照



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：福島県 (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 三島町 橋梁長寿命化修繕計画 7 別紙参照

道路メンテナンス事業 金山町 橋梁長寿命化修繕計画 24 別紙参照

道路メンテナンス事業 昭和村 橋梁長寿命化修繕計画 73 別紙参照

道路メンテナンス事業 会津美里町 橋梁長寿命化修繕計画 34 別紙参照

道路メンテナンス事業 西郷村 橋梁長寿命化修繕計画 135 別紙参照

道路メンテナンス事業 泉崎村 橋梁長寿命化修繕計画 4 別紙参照

道路メンテナンス事業 中島村 橋梁長寿命化修繕計画 8 別紙参照

道路メンテナンス事業 矢吹町 橋梁長寿命化修繕計画 18 別紙参照

道路メンテナンス事業 棚倉町 橋梁長寿命化修繕計画 65 別紙参照

道路メンテナンス事業 矢祭町 橋梁長寿命化修繕計画 60 別紙参照

道路メンテナンス事業 塙町 橋梁長寿命化修繕計画 17 別紙参照

道路メンテナンス事業 鮫川村 橋梁長寿命化修繕計画 11 別紙参照

道路メンテナンス事業 石川町 橋梁長寿命化修繕計画 82 別紙参照



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：福島県 (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 玉川村 橋梁長寿命化修繕計画 22 別紙参照

道路メンテナンス事業 平田村 橋梁長寿命化修繕計画 19 別紙参照

道路メンテナンス事業 浅川町 橋梁長寿命化修繕計画 24 別紙参照

道路メンテナンス事業 古殿町 橋梁長寿命化修繕計画 7 別紙参照

道路メンテナンス事業 三春町 橋梁長寿命化修繕計画 11 別紙参照

道路メンテナンス事業 小野町 橋梁長寿命化修繕計画 27 別紙参照

道路メンテナンス事業 広野町 橋梁長寿命化修繕計画 18 別紙参照

道路メンテナンス事業 楢葉町 橋梁長寿命化修繕計画 14 別紙参照

道路メンテナンス事業 富岡町 橋梁長寿命化修繕計画 16 別紙参照

道路メンテナンス事業 川内村 橋梁長寿命化修繕計画 55 別紙参照

道路メンテナンス事業 大熊町 橋梁長寿命化修繕計画 15 別紙参照

道路メンテナンス事業 双葉町 橋梁長寿命化修繕計画 43 別紙参照

道路メンテナンス事業 浪江町 橋梁長寿命化修繕計画 136 別紙参照



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：福島県 (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 新地町 橋梁長寿命化修繕計画 55 別紙参照

道路メンテナンス事業 飯舘村 橋梁長寿命化修繕計画 49 別紙参照



令和４年度　箇所表 別紙

※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成
福島県

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

福島県橋梁長寿命化修繕計画
福島県 いわき市 いわき上三坂小野線 滝尻橋 橋梁 修繕
福島県 いわき市 いわき上三坂小野線 滝尻側道橋 橋梁 修繕
福島県 石川町 いわき石川線 里見橋 橋梁 修繕
福島県 伊達市 国見福島線 幸橋 橋梁 修繕
福島県 伊達市 国道115号 第１藤搦橋 橋梁 修繕
福島県 矢祭町 国道349号 中山橋 橋梁 修繕
福島県 相馬市 相馬新地線 石上橋 橋梁 修繕
福島県 新地町 相馬新地線 渋民橋 橋梁 修繕
福島県 相馬市 相馬新地線 山崎橋 橋梁 修繕
福島県 喜多方市 塩川山都線 新宮橋 橋梁 修繕
福島県 下郷町 下郷会津本郷線 高橋 橋梁 修繕
福島県 いわき市 下高久谷川瀬線 神明橋 橋梁 修繕
福島県 会津坂下町 会津坂下塩川線 立川橋 橋梁 修繕
福島県 会津若松市 会津坂下河東線 広田跨線橋 橋梁 修繕
福島県 会津若松市 会津若松裏磐梯線 小田橋 橋梁 修繕
福島県 二本松市 岳温泉線 深堀橋 橋梁 修繕
福島県 喜多方市 喜多方西会津線 西海枝５号橋 橋梁 修繕
福島県 玉川村 古殿須賀川線 大寺橋 橋梁 修繕
福島県 白河市 高萩久田野停車場線 大正橋 橋梁 修繕
福島県 猪苗代町 国道115号 猪苗代跨線橋（下） 橋梁 修繕
福島県 猪苗代町 国道115号 猪苗代跨線橋（上） 橋梁 修繕
福島県 会津若松市 国道118号 小谷橋 橋梁 修繕
福島県 須賀川市 国道118号 千里千里ボックスカルバート 橋梁 修繕
福島県 会津若松市 国道118号 大橋 橋梁 修繕
福島県 会津若松市 国道118号 大町２号橋 橋梁 修繕
福島県 天栄村 国道118号 第１号橋 橋梁 修繕
福島県 会津若松市 国道118号 馬橋 橋梁 修繕
福島県 須賀川市 国道118号 北作橋 橋梁 修繕
福島県 下郷町 国道121号 楢原橋 橋梁 修繕
福島県 下郷町 国道121号 楢原歩道橋 橋梁 修繕
福島県 喜多方市 国道121号 飯森沢橋 橋梁 修繕
福島県 南会津町 国道121号 野干橋 橋梁 修繕
福島県 湯川村 国道121号会津縦貫北道路 湯川南IC橋 橋梁 修繕
福島県 金山町 国道252号 越川橋 橋梁 修繕
福島県 只見町 国道252号 塩沢橋 橋梁 修繕
福島県 郡山市 国道288号 小泉橋 橋梁 修繕
福島県 南会津町 国道289号 永田橋歩道橋 橋梁 修繕
福島県 下郷町 国道289号 観音川橋 橋梁 修繕
福島県 只見町 国道289号 宮の沢橋 橋梁 修繕
福島県 南会津町 国道289号 駒止橋 橋梁 修繕
福島県 只見町 国道289号 中ノ平橋 橋梁 修繕
福島県 南会津町 国道289号 椿橋 橋梁 修繕
福島県 南会津町 国道289号 柄倉橋 橋梁 修繕
福島県 只見町 国道289号 明和橋 橋梁 修繕
福島県 只見町 国道289号 明和歩道橋 橋梁 修繕
福島県 只見町 国道289号 餅井戸橋 橋梁 修繕
福島県 白河市 国道294号 田町歩道橋 橋梁 修繕
福島県 古殿町 国道349号 才木草第２コルゲートパイプ 橋梁 修繕
福島県 古殿町 国道349号 田口橋 橋梁 修繕
福島県 田村市 国道349号 日照田橋 橋梁 修繕
福島県 伊達市 国道399号 伊達橋 橋梁 修繕
福島県 いわき市 国道399号 平跨線橋 橋梁 修繕
福島県 昭和村 国道400号 山崎橋 橋梁 修繕
福島県 金山町 国道400号 小綱木橋 橋梁 修繕
福島県 金山町 国道400号 中の橋 橋梁 修繕
福島県 昭和村 国道400号 野尻１号橋 橋梁 修繕
福島県 西会津町 国道400号 落合橋 橋梁 修繕
福島県 会津美里町 国道401号 宮川橋 橋梁 修繕
福島県 喜多方市 国道459号 宮古橋 橋梁 修繕
福島県 喜多方市 国道459号 新町橋 橋梁 修繕
福島県 二本松市 国道459号 大壇こ線橋 橋梁 修繕
福島県 棚倉町 黒磯棚倉線 蟹内橋 橋梁 修繕
福島県 棚倉町 黒磯棚倉線 白子橋 橋梁 修繕
福島県 棚倉町 黒磯棚倉線 西平橋 橋梁 修繕



令和４年度　箇所表 別紙

※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成
福島県

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

福島県 棚倉町 黒磯棚倉線 富岡橋 橋梁 修繕
福島県 棚倉町 黒磯棚倉線 富岡橋側道橋 橋梁 修繕
福島県 棚倉町 山本不動線 宮川橋 橋梁 修繕
福島県 棚倉町 山本不動線 檜沢橋 橋梁 修繕
福島県 いわき市 小名浜港線 港橋 橋梁 修繕
福島県 いわき市 小名浜四倉線 的場橋 橋梁 修繕
福島県 小野町 小野四倉線 夏井橋 橋梁 修繕
福島県 小野町 小野四倉線 平舘橋 橋梁 修繕
福島県 小野町 小野四倉線 万景橋 橋梁 修繕
福島県 二本松市 松川渋川線 田子屋橋 橋梁 修繕
福島県 三春町 須賀川三春線 町田橋 橋梁 修繕
福島県 石川町 石川矢吹線 明神橋 橋梁 修繕
福島県 鮫川村 赤坂東野塙線 赤坂橋 橋梁 修繕
福島県 鮫川村 赤坂東野塙線 彦次郎橋 橋梁 修繕
福島県 いわき市 川前停車場上三坂線 川前橋 橋梁 修繕
福島県 いわき市 泉岩間植田線 宝珠院橋 橋梁 修繕
福島県 浅川町 浅川古殿線 畑田橋 橋梁 修繕
福島県 田村市 船引大越小野線 小山崎橋 橋梁 修繕
福島県 相馬市 相馬新地線 沖山側道橋（下） 橋梁 修繕
福島県 棚倉町 棚倉鮫川線 鹿ノ子橋 橋梁 修繕
福島県 棚倉町 棚倉鮫川線 上志宝橋 橋梁 修繕
福島県 郡山市 中ノ沢熱海線 坂口橋 橋梁 修繕
福島県 二本松市 二本松三春線 諸田橋 橋梁 修繕
福島県 二本松市 二本松川俣線 田谷橋 橋梁 修繕
福島県 石川町 白河石川線 宮橋歩道橋左 橋梁 修繕
福島県 西郷村 白坂停車場小田倉線 大平橋 橋梁 修繕
福島県 塙町 塙大津港線 小谷地橋 橋梁 修繕
福島県 塙町 塙大津港線 上の町橋 橋梁 修繕
福島県 塙町 塙大津港線 清水橋 橋梁 修繕
福島県 柳津町 飯谷大巻線 姥沢橋 橋梁 修繕
福島県 三春町 飯野三春石川線 中郷橋 橋梁 修繕
福島県 福島市 福島吾妻裏磐梯線 あづま陸橋 橋梁 修繕
福島県 南相馬市 北泉小高線 小高跨線橋 橋梁 修繕
福島県 平田村 北方遅沢線 旗杭橋 橋梁 修繕
福島県 三春町 本宮三春線 三春跨線橋 橋梁 修繕
福島県 鮫川村 勿来浅川線 内ケ竜下橋 橋梁 修繕
福島県 鮫川村 勿来浅川線 内ケ竜上橋 橋梁 修繕
福島県 鮫川村 勿来浅川線 湯ノ下橋 橋梁 修繕
福島県 矢祭町 矢祭山八槻線 天神橋 橋梁 修繕
福島県 塙町 矢祭山八槻線 赤沢橋 橋梁 修繕
福島県 いわき市 旅人勿来線 辰ノ口橋 橋梁 修繕
福島県 伊達市 梁川霊山線 新田陸橋 橋梁 修繕
福島県 南相馬市 浪江鹿島線 上町ボックスカルバート 橋梁 修繕
福島県 南相馬市 浪江鹿島線 北台木橋 橋梁 修繕
福島県 点検計画

福島県トンネル長寿命化修繕計画
福島県 北塩原村 会津若松裏磐梯線 川曽根山トンネル トンネル 修繕
福島県 北塩原村 会津若松裏磐梯線 桧原トンネル トンネル 修繕
福島県 いわき市 いわき石川線 御斎所トンネル トンネル 修繕
福島県 いわき市 いわき上三坂小野線 遠野トンネル トンネル 修繕
福島県 須賀川市 江持谷田川停車場線 江持隧道 トンネル 修繕
福島県 金山町 小栗山宮下線 沼沢トンネル トンネル 修繕
福島県 いわき市 小名浜平線 岡小名トンネル トンネル 修繕
福島県 富岡町 小野富岡線 大倉トンネル トンネル 修繕
福島県 富岡町 小野富岡線 くぬぎトンネル トンネル 修繕
福島県 富岡町 小野富岡線 けやきトンネル トンネル 修繕
福島県 富岡町 小野富岡線 与市ヶ平トンネル トンネル 修繕
福島県 浪江町 国道114号 昼曾根トンネル トンネル 修繕
福島県 天栄村 国道118号 羽鳥トンネル トンネル 修繕
福島県 三島町 国道252号 川井トンネル トンネル 修繕
福島県 いわき市 国道289号 四時トンネル トンネル 修繕
福島県 昭和村 国道401号 喰丸トンネル トンネル 修繕
福島県 天栄村 白河羽鳥線 羽鳥隧道 トンネル 修繕
福島県 柳津町 柳津昭和線 獅子落洞門 トンネル 修繕
福島県 会津若松市 湯川大町線 東山隧道 トンネル 修繕
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福島県 柳津町 県道柳津･昭和線 湯八木沢トンネル トンネル 修繕
福島県 福島市 国道115号 土湯トンネル トンネル 修繕
福島県 米沢市 国道121号 大峠トンネル トンネル 修繕
福島県 西郷村 国道289号 甲子トンネル トンネル 修繕

福島県道路附属物等長寿命化修繕計画
福島県 いわき市 いわき上三坂小野線 辰の口歩道橋 道路附属物等 修繕
福島県 南相馬市 草野大倉鹿島線 石淵ロックシェッド 道路附属物等 修繕
福島県 郡山市 郡山停車場線 あさか歩道橋 道路附属物等 修繕
福島県 郡山市 郡山停車場線 さくら陸橋 道路附属物等 修繕
福島県 福島市 国道115号 道路標識 道路附属物等 修繕
福島県 下郷町 国道118号 沼尾スノーシェルター 道路附属物等 修繕
福島県 南会津町 国道121号 陣馬３ボックスカルバート 道路附属物等 修繕
福島県 喜多方市 国道121号 栃平スノーシェッド 道路附属物等 修繕
福島県 只見町 国道252号 アイヨシスノーシェッド 道路附属物等 修繕
福島県 只見町 国道252号 赤柴スノーシェッド 道路附属物等 修繕
福島県 只見町 国道252号 入間木沢第３スノーシェッド 道路附属物等 修繕
福島県 只見町 国道252号 入間木沢第２スノーシェッド 道路附属物等 修繕
福島県 只見町 国道252号 烏帽子スノーシェッド 道路附属物等 修繕
福島県 三島町 国道252号 高清水第２スノーシェッド 道路附属物等 修繕
福島県 只見町 国道252号 田子倉スノーシェッド 道路附属物等 修繕
福島県 三島町 国道252号 名入スノーシェッド 道路附属物等 修繕
福島県 三島町 国道252号 桧原スノーシェッド 道路附属物等 修繕
福島県 只見町 国道252号 ブンドウ沢スノーシェッド 道路附属物等 修繕
福島県 只見町 国道252号 南岳第２スノーシェッド 道路附属物等 修繕
福島県 只見町 国道252号 余韻沢第２スノーシェッド 道路附属物等 修繕
福島県 南会津町 国道289号 間岸川ボックスカルバート 道路附属物等 修繕
福島県 南会津町 国道289号 下山ロックシェッド 道路附属物等 修繕
福島県 南会津町 国道289号 山口スノーシェッド 道路附属物等 修繕
福島県 南会津町 国道352号 小豆温泉第２スノーシェッド 道路附属物等 修繕
福島県 南会津町 国道352号 耻風スノーシェッド 道路附属物等 修繕
福島県 南会津町 国道401号 内川ロックシェッド 道路附属物等 修繕
福島県 南会津町 国道401号 浜野ロックシェッド 道路附属物等 修繕
福島県 只見町 小林会津宮下停車場線 篠輪スノーシェッド 道路附属物等 修繕
福島県 只見町 小林会津宮下停車場線 布沢スノーシェッド 道路附属物等 修繕
福島県 只見町 小林館ノ川線 荒島ロックシェッド 道路附属物等 修繕
福島県 相馬市 相馬亘理線 下り松歩道橋 道路附属物等 修繕
福島県 檜枝岐村 国道352号 下大戸沢スノーシェッド 道路附属物等 修繕
福島県 南会津町 国道352号 小立岩スノーシェッド 道路附属物等 修繕

福島市橋梁長寿命化修繕計画
福島市 福島市 市道しのぶ台11号線 鳥川橋 橋梁 修繕
福島市 福島市 市道鎌田・笹谷線 鎌田大橋 橋梁 修繕
福島市 福島市 市道関根・素利町線 関根橋 橋梁 修繕
福島市 福島市 市道荒井・あづま公園線 あづま公園橋 橋梁 修繕
福島市 福島市 市道高鳥谷・清水線 清水橋 橋梁 修繕
福島市 福島市 市道佐原・折戸線 須川新橋 橋梁 修繕
福島市 福島市 市道佐原・折戸線 庭塚大橋 橋梁 修繕
福島市 福島市 市道坂ノ上・下ノ町線 早乙女橋 橋梁 修繕
福島市 福島市 市道坂下・増沢線 高田前橋 橋梁 修繕
福島市 福島市 市道三日堀向・下台線 表北橋 橋梁 修繕
福島市 福島市 市道市ノ沢・明内線 羽山陸橋 橋梁 修繕
福島市 福島市 市道小田・荒井線 北焼野大橋 橋梁 修繕
福島市 福島市 市道上ノ町・野地線 陣場橋 橋梁 修繕
福島市 福島市 市道仁井田・笹谷線 新松川橋 橋梁 修繕
福島市 福島市 市道仁井田・笹谷線 新松川歩道橋 橋梁 修繕
福島市 福島市 市道石方原・水沢前線 水沢橋 橋梁 修繕
福島市 福島市 市道足王前・地蔵原線 大石橋 橋梁 修繕
福島市 福島市 市道台・南裏線 石那坂跨線橋 橋梁 修繕
福島市 福島市 市道滝ノ前・家中内前線 城山橋 橋梁 修繕
福島市 福島市 市道長根・西新田線 女神橋 橋梁 修繕
福島市 福島市 市道鳥川・大笹生線 さくら橋 橋梁 修繕
福島市 福島市 市道土合前線 土合前橋 橋梁 修繕
福島市 福島市 市道土船・庭塚線 日照沢橋 橋梁 修繕
福島市 福島市 市道湯町・姥堂線 西須川橋 橋梁 修繕
福島市 福島市 市道南向台・黒岩線 蓬莱橋 橋梁 修繕
福島市 福島市 市道南町・浅川線 濁川橋歩道橋 橋梁 修繕
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福島市 福島市 市道方木田・太田町線 あづま橋 橋梁 修繕
福島市 福島市 市道方木田・茶屋下線 上八木田橋 橋梁 修繕
福島市 福島市 市道野地・東吾妻線 野地橋 橋梁 修繕
福島市 福島市 市道矢剣町・鳥谷下町線 天神橋 橋梁 修繕
福島市 点検計画

福島市道路附属物等長寿命化修繕計画
福島市 福島市 市道南町・浅川線 蓬莱北歩道橋 道路附属物等 修繕
福島市 福島市 市道三河北町・太田町線 三河台歩道橋 道路附属物等 撤去

会津若松市橋梁長寿命化修繕計画
会津若松市 会津若松市 市道幹Ⅱ-17号線 舟子橋 橋梁 修繕
会津若松市 点検計画

郡山市橋梁長寿命化修繕計画
郡山市 郡山市 市道枇杷沢鬼越線 鬼越第２橋 橋梁 修繕
郡山市 郡山市 市道笹川多田野線 大黒橋 橋梁 修繕
郡山市 郡山市 市道三御堂久保田線 金堀田橋 橋梁 修繕
郡山市 郡山市 市道西永年水神前線 奥州松の大橋 橋梁 修繕
郡山市 点検計画

いわき市橋梁長寿命化修繕計画
いわき市 いわき市 市道曲藤・細畑線 曲藤橋 橋梁 修繕
いわき市 いわき市 市道駅前・渋川線 東田中央橋 橋梁 修繕
いわき市 いわき市 市道堰原１号線 進運橋 橋梁 修繕
いわき市 いわき市 市道下三坂・下市萱線 北橋 橋梁 修繕
いわき市 いわき市 市道下川須賀蛭線 大畑跨道橋 橋梁 修繕
いわき市 いわき市 市道下明神町・諏訪町線 明神橋 橋梁 修繕
いわき市 いわき市 市道机田１号線 大石橋 橋梁 修繕
いわき市 いわき市 市道窪田・関田線 小塙橋 橋梁 修繕
いわき市 いわき市 市道傾城・川平線 梅ケ平橋 橋梁 修繕
いわき市 いわき市 市道御台境町・北好間線 大館橋４号橋 橋梁 修繕
いわき市 いわき市 市道御台境町・北好間線 中川原２号橋 橋梁 修繕
いわき市 いわき市 市道高野前・和久線 和久橋 橋梁 修繕
いわき市 いわき市 市道砂子田・一本木線 学校橋 橋梁 修繕
いわき市 いわき市 市道山田・沼部線 沼部橋 橋梁 修繕
いわき市 いわき市 市道渚・西ノ作線 渚跨道橋 橋梁 修繕
いわき市 いわき市 市道渚・滝尻線 小泉橋 橋梁 修繕
いわき市 いわき市 市道小玉・山下線 小玉橋 橋梁 修繕
いわき市 いわき市 市道小室・横川線 小室橋 橋梁 修繕
いわき市 いわき市 市道小名浜・林ノ上線 玉川橋 橋梁 修繕
いわき市 いわき市 市道扇田４号線 星谷橋 橋梁 修繕
いわき市 いわき市 市道前原・四沢渋町線 田中橋 橋梁 修繕
いわき市 いわき市 市道大谷・井戸沢線 井戸沢橋 橋梁 修繕
いわき市 いわき市 市道馬場・八幡線 高久橋 橋梁 修繕
いわき市 いわき市 市道彦惣白坂・天王崎線 湯本駅歩道橋 橋梁 修繕
いわき市 いわき市 市道表・峰岸線 滝神橋 橋梁 修繕
いわき市 いわき市 市道木影・山ノ神 入間沢橋 橋梁 修繕
いわき市 点検計画

いわき市トンネル長寿命化修繕計画
いわき市 いわき市 市道関船･三沢線 三沢トンネル トンネル 修繕
いわき市 いわき市 市道白水･高野線 不動山トンネル トンネル 修繕

いわき市道路附属物等長寿命化修繕計画
いわき市 いわき市 市道上･下湯長谷線 松が台歩道橋 道路附属物等 修繕

白河市橋梁長寿命化修繕計画
白河市 白河市 日和田樋ノ口線 410-2号橋 橋梁 修繕
白河市 白河市 旗宿線 関ノ里橋 橋梁 修繕
白河市 白河市 金山中寺線 中寺橋 橋梁 修繕
白河市 白河市 広町線 二十郷橋 橋梁 修繕
白河市 白河市 舟戸線 龍宮橋 橋梁 修繕
白河市 白河市 陣場２号線 陣場道路橋 橋梁 修繕
白河市 白河市 西郷搦目線 西郷高原大橋 橋梁 修繕
白河市 白河市 石橋西谷地線 石橋西谷地線1号橋 橋梁 修繕
白河市 白河市 谷中関根線 大河内橋 橋梁 修繕
白河市 白河市 段ノ原深沢線 鬼越橋 橋梁 修繕
白河市 白河市 番沢社田線 社田橋 橋梁 修繕
白河市 白河市 皮籠１号線 （仮)一里段橋 橋梁 修繕
白河市 白河市 皮籠２号線 新一里段橋 橋梁 修繕
白河市 白河市 皮籠３号線 石阿弥陀第4橋 橋梁 修繕
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白河市 白河市 蕪内関平線 蕪内関平線橋 橋梁 修繕
白河市 白河市 和田篠柄山線 和田篠柄山線1号橋 橋梁 修繕
白河市 点検計画

白河市トンネル長寿命化修繕計画
白河市 白河市 舎利石関平線 舎利石トンネル トンネル 修繕

須賀川市橋梁長寿命化修繕計画
須賀川市 須賀川市 市道1519号線 大久保橋 橋梁 修繕
須賀川市 須賀川市 市道2264号線 東原橋 橋梁 修繕
須賀川市 須賀川市 市道Ⅰ-16号線 新栄橋(車道) 橋梁 修繕
須賀川市 須賀川市 市道Ⅰ-16号線 新栄橋(歩道)青森側 橋梁 修繕
須賀川市 須賀川市 市道Ⅰ-16号線 新栄橋(歩道)東京側 橋梁 修繕
須賀川市 須賀川市 市道Ⅰ-3号線 籾山橋 橋梁 修繕
須賀川市 須賀川市 市道Ⅰ-5号線 保土原橋 橋梁 修繕
須賀川市 須賀川市 市道Ⅱ-27号線 大道橋 橋梁 修繕
須賀川市 点検計画

喜多方市橋梁長寿命化修繕計画
喜多方市 喜多方市 市道吉志田東線 吉志田橋 橋梁 修繕
喜多方市 喜多方市 市道田原熊倉線 西田原橋 橋梁 修繕
喜多方市 喜多方市 市道上岩崎・吉志田線 太用寺橋 橋梁 更新
喜多方市 点検計画

相馬市橋梁長寿命化修繕計画
相馬市 相馬市 市道中部46号線 西田橋 橋梁 修繕
相馬市 相馬市 市道東部496号線 舘野橋 橋梁 修繕
相馬市 点検計画

二本松市橋梁長寿命化修繕計画
二本松市 二本松市 市道榎戸・上竹線 上竹跨線橋 橋梁 修繕
二本松市 二本松市 市道榎戸・上竹線 上竹歩道橋 橋梁 修繕
二本松市 二本松市 市道舘野・舘野原線 舘野橋 橋梁 修繕
二本松市 点検計画

田村市橋梁長寿命化修繕計画
田村市 田村市 市道稲荷下線 稲荷下橋 橋梁 修繕
田村市 田村市 市道猿内3号線 猿内橋 橋梁 修繕
田村市 田村市 市道広瀬町殿里線 町裏橋 橋梁 修繕
田村市 点検計画

南相馬市橋梁長寿命化修繕計画
南相馬市 南相馬市 市道西ノ内・若林線 西田２号橋 橋梁 修繕
南相馬市 南相馬市 市道大木戸押釜高倉線 神前橋 橋梁 修繕
南相馬市 南相馬市 市道中363号線 千倉跨線人道橋 橋梁 修繕
南相馬市 南相馬市 市道中55号線 中55号線1号橋 橋梁 修繕
南相馬市 南相馬市 市道東町舘下線 善丁橋 橋梁 修繕
南相馬市 点検計画

伊達市橋梁長寿命化修繕計画
伊達市 伊達市 市道行人田線 鎧石橋 橋梁 修繕
伊達市 伊達市 市道城下町線 並椚橋 橋梁 修繕
伊達市 伊達市 市道泉町小幡町１号線 １０５号橋 橋梁 修繕
伊達市 伊達市 市道太田中六万坊線 菖蒲沢橋 橋梁 修繕
伊達市 伊達市 市道狸首岡小性山線 小性山跨線橋 橋梁 修繕
伊達市 伊達市 市道鶴ヶ岡茶臼山線 里見山橋 橋梁 修繕
伊達市 伊達市 市道二井田細谷線 小松林跨線橋 橋梁 修繕
伊達市 点検計画

本宮市橋梁長寿命化修繕計画
本宮市 本宮市 ふれあい橋線 ふれあい橋 橋梁 修繕
本宮市 本宮市 中台・下台線 鹿ノ子田こ線橋 橋梁 修繕
本宮市 点検計画

桑折町橋梁長寿命化修繕計画
桑折町 桑折町 町道1207号線 新田前橋 橋梁 修繕
桑折町 点検計画

国見町橋梁長寿命化修繕計画
国見町 国見町 町道101号線 101-2号橋 橋梁 修繕
国見町 点検計画

川俣町橋梁長寿命化修繕計画
川俣町 川俣町 町道　川端線 赤坂橋 橋梁 修繕
川俣町 川俣町 町道　泡吹地線 泡吹地橋 橋梁 修繕
川俣町 点検計画

大玉村橋梁長寿命化修繕計画
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大玉村 点検計画
鏡石町橋梁長寿命化修繕計画

鏡石町 鏡石町 町道保土原線 借宿橋 橋梁 修繕
鏡石町 鏡石町 町道久来石177号線 平林橋 橋梁 修繕
鏡石町 鏡石町 町道鏡田104号線 舘越橋 橋梁 修繕
鏡石町 鏡石町 町道鏡田95号線 五斗蒔橋 橋梁 修繕
鏡石町 点検計画

天栄村橋梁長寿命化修繕計画
天栄村 天栄村 村道金井道七小屋線 不動橋 橋梁 修繕
天栄村 天栄村 村道飯豊沢邸線 三本松橋 橋梁 修繕
天栄村 点検計画

下郷町橋梁長寿命化修繕計画
下郷町 下郷町 町道大内薬水線 薬水橋 橋梁 修繕
下郷町 下郷町 町道湯野上館本線 湯野上橋 橋梁 修繕
下郷町 点検計画

檜枝岐村橋梁長寿命化修繕計画
檜枝岐村 点検計画

只見町橋梁長寿命化修繕計画
只見町 只見町 町道小林・塩ノ岐線 宮沢橋 橋梁 修繕
只見町 只見町 町道小林・塩ノ岐線 辰目沢橋 橋梁 修繕
只見町 只見町 町道杉沢・熊倉線 熊倉橋 橋梁 修繕
只見町 点検計画

南会津町橋梁長寿命化修繕計画
南会津町 南会津町 町道界1号線 鹿島橋1-2 橋梁 修繕
南会津町 南会津町 町道古内・長沢山線 長澤橋 橋梁 修繕
南会津町 南会津町 町道和泉田3号線 下山橋3-1 橋梁 修繕
南会津町 点検計画

北塩原村橋梁長寿命化修繕計画
北塩原村 北塩原村 村道上川前線 川前橋 橋梁 修繕
北塩原村 北塩原村 村道北山・下吉線 壇ノ前橋 橋梁 修繕
北塩原村 点検計画

西会津町橋梁長寿命化修繕計画
西会津町 西会津町 町道川口発電所線 川口橋 橋梁 修繕
西会津町 西会津町 町道野沢安座線 安座橋 橋梁 修繕
西会津町 西会津町 町道野沢安座線 高橋 橋梁 修繕
西会津町 点検計画

磐梯町橋梁長寿命化修繕計画
磐梯町 磐梯町 町道小柴坂線 蛇追ヶ橋 橋梁 修繕
磐梯町 磐梯町 町道小柴坂線 滝ノ沢橋 橋梁 修繕
磐梯町 点検計画

猪苗代町橋梁長寿命化修繕計画
猪苗代町 猪苗代町 町道伯父ヶ倉スキー場線 沼ノ倉橋 橋梁 修繕
猪苗代町 点検計画

猪苗代町道路附属物等長寿命化修繕計画
猪苗代町 猪苗代町 町道堅田五百苅線 千代田歩道橋 道路附属物等 修繕

会津坂下町橋梁長寿命化修繕計画
会津坂下町 会津坂下町 町道宇内沼越線 丈助橋 橋梁 更新
会津坂下町 点検計画

湯川村橋梁長寿命化修繕計画
湯川村 湯川村 村道笈川・堂畑西線 鷺の瀬橋 橋梁 修繕
湯川村 点検計画

柳津町橋梁長寿命化修繕計画
柳津町 点検計画

三島町橋梁長寿命化修繕計画
三島町 点検計画

金山町橋梁長寿命化修繕計画
金山町 金山町 町道細田線 新遅沢橋 橋梁 修繕
金山町 金山町 町道新遠路・山中線 出合橋 橋梁 修繕
金山町 金山町 町道大塩・滝沢線 大塩・田沢線1号橋 橋梁 修繕
金山町 点検計画

昭和村橋梁長寿命化修繕計画
昭和村 昭和村 村道大芦駒止線 三階橋 橋梁 修繕
昭和村 昭和村 村道大芦田島線 田島線3号橋 橋梁 修繕
昭和村 点検計画

会津美里町橋梁長寿命化修繕計画



令和４年度　箇所表 別紙

※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成
福島県

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

会津美里町 会津美里町 町道13072号線 141号橋 橋梁 修繕
会津美里町 点検計画

西郷村橋梁長寿命化修繕計画
西郷村 西郷村 村道西郷搦目線 西郷高原大橋 橋梁 修繕
西郷村 点検計画

泉崎村橋梁長寿命化修繕計画
泉崎村 点検計画

中島村橋梁長寿命化修繕計画
中島村 中島村 村道104号線 吉岡橋 橋梁 修繕
中島村 点検計画

矢吹町橋梁長寿命化修繕計画
矢吹町 矢吹町 東の内1号線 東の内1号橋 橋梁 修繕
矢吹町 点検計画

棚倉町橋梁長寿命化修繕計画
棚倉町 棚倉町 町道平塩居伝金線 平居橋 橋梁 修繕
棚倉町 棚倉町 町道段河内平塩線 段河内橋 橋梁 修繕
棚倉町 棚倉町 町道段河内平塩線 坂下橋 橋梁 更新

矢祭町橋梁長寿命化修繕計画
矢祭町 矢祭町 町道大垬線 朧橋 橋梁 修繕
矢祭町 矢祭町 町道上茗荷・入山線 茗荷第３号橋 橋梁 修繕
矢祭町 矢祭町 町道塩ノ海線 皮田橋 橋梁 修繕
矢祭町 矢祭町 町道石神・高野浦線 高野浦橋 橋梁 修繕
矢祭町 矢祭町 町道御殿川原石井停車場線 小野沢橋 橋梁 更新
矢祭町 点検計画

塙町橋梁長寿命化修繕計画
塙町 塙町 桜木町末広線 桜木橋 橋梁 修繕
塙町 塙町 桜木町末広線 桜木歩道橋 橋梁 修繕
塙町 点検計画

鮫川村橋梁長寿命化修繕計画
鮫川村 点検計画

石川町橋梁長寿命化修繕計画
石川町 石川町 町道1001号線 1001号橋（町屋橋） 橋梁 修繕
石川町 石川町 町道2080号線 古舘橋 橋梁 修繕
石川町 石川町 町道2082号線 稲荷橋 橋梁 修繕

玉川村橋梁長寿命化修繕計画
玉川村 玉川村 村道Ⅰ-4号線 玉川橋 橋梁 修繕
玉川村 玉川村 村道小-11号線 大堰橋 橋梁 修繕
玉川村 玉川村 村道南-45号線 蟹沢橋 橋梁 修繕
玉川村 玉川村 村道竜-19号線 5号橋 橋梁 修繕

平田村橋梁長寿命化修繕計画
平田村 点検計画

浅川町橋梁長寿命化修繕計画
浅川町 浅川町 町道宮下下菖蒲庭線 東今田橋 橋梁 修繕
浅川町 浅川町 町道滝ノ台線 浅川橋 橋梁 修繕
浅川町 浅川町 町道内畑線 入ノ作橋 橋梁 修繕
浅川町 浅川町 町道里白石石原線 青砥橋 橋梁 修繕

古殿町橋梁長寿命化修繕計画
古殿町 古殿町 町道越代熊倉線 大風第3号橋 橋梁 修繕

三春町橋梁長寿命化修繕計画
三春町 点検計画

小野町橋梁長寿命化修繕計画
小野町 小野町 百目木・折ノ内線 百目木橋 橋梁 修繕
小野町 点検計画

広野町橋梁長寿命化修繕計画
広野町 広野町 桜田線 桜田第二橋 橋梁 更新
広野町 点検計画

楢葉町橋梁長寿命化修繕計画
楢葉町 点検計画

富岡町橋梁長寿命化修繕計画
富岡町 富岡町 町道都市計画4号線 第1王塚橋 橋梁 修繕
富岡町 富岡町 町道大原原線 第3王塚橋 橋梁 修繕
富岡町 点検計画

川内村橋梁長寿命化修繕計画
川内村 川内村 村道大根森・子安川線 子安川橋 橋梁 修繕
川内村 点検計画



令和４年度　箇所表 別紙

※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成
福島県

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

大熊町橋梁長寿命化修繕計画
大熊町 点検計画

双葉町橋梁長寿命化修繕計画
双葉町 双葉町 舘下・根小屋線 根小屋橋 橋梁 修繕
双葉町 双葉町 町道観音堂前線 観音堂２号橋 橋梁 修繕
双葉町 双葉町 町道両竹・長塚線 北観音堂橋 橋梁 修繕
双葉町 点検計画

浪江町橋梁長寿命化修繕計画
浪江町 浪江町 町道上続町反町線 城西橋 橋梁 修繕
浪江町 浪江町 町道縦11の2号線 天神渕橋 橋梁 修繕
浪江町 浪江町 町道大柿昼曽根線 昼曽根橋 橋梁 修繕
浪江町 点検計画

新地町橋梁長寿命化修繕計画
新地町 新地町 町道作田岩崎線 岩崎橋 橋梁 修繕
新地町 新地町 町道山崎川尻線 北川尻橋 橋梁 修繕
新地町 新地町 町道諏訪日神線 諏訪橋２ 橋梁 修繕
新地町 新地町 町道中島今泉線 向田橋 橋梁 修繕
新地町 新地町 町道釣師小川線 清水橋側道橋 橋梁 修繕
新地町 新地町 町道上ノ町新町前線 大橋３ 橋梁 更新
新地町 点検計画

飯舘村橋梁長寿命化修繕計画
飯舘村 飯舘村 草野車線 草野車1号橋 橋梁 修繕
飯舘村 飯舘村 大橋線 大橋 橋梁 修繕
飯舘村 点検計画



福 島 県

水管理・国土保全局



令和４年度当初予算　河川事業（直轄・福島県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

阿武隈川 阿武隈川上流 一般河川改修事業 160　

阿賀野川 阿賀川 一般河川改修事業 409　 喜多方市
きたかたし

阿武隈川 総合水系環境整備事業 151　 桑折町
こ お りま ち

、玉川村
たまかわむら

阿賀野川 総合水系環境整備事業 107　
≪福島県
ふくしまけん

≫会津坂下町
あいづばんげまち

、湯川
ゆがわ

村
むら

≪新潟県
にいがたけん

≫新潟市
にいがたし

、阿賀野市
あ が の 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４年度当初予算　河川事業（補助・福島県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

阿武隈川 逢瀬川（上流） 事業間連携河川事業 530　 郡山市
こおりやまし

阿武隈川 濁川 大規模特定河川事業 174　 福島市
ふ く し ま し

阿武隈川 塩野川 大規模特定河川事業 70　 伊達市
だ て し

阿武隈川 滝川 大規模特定河川事業 190　 伊達市
だ て し

、国見町
く にみまち

阿武隈川 佐久間川 大規模特定河川事業 160　 桑折町
こ お りま ち

阿武隈川 谷田川 大規模特定河川事業 300　 郡山市
こおりやまし

阿賀野川 只見川 大規模特定河川事業 170　 金山町
かねやままち

夏井川 右支夏井川 大規模特定河川事業 160　 小野町
お の ま ち

阿賀野川 長瀬川 河川メンテナンス事業 40　 ※個別施設については、別紙参照



令和４年度当初予算　河川メンテナンス事業（補助・福島県）

※点検及び計画策定のみの箇所は記載していない。

別　　　紙

実施主体 市町村名 水系名 河川名 施設名 備　　　　　考

福島県 猪苗代
いなわしろ

町
まち

阿賀野川 長瀬川 秋元湖ダム水門

特定構造物更新事業



福島県

　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。

( 813)

河川整備事業費 813 

　治水ダム等建設事業費補助

( 813)

　　建設工事 813 

( 813)

千五沢ダム再開発 813 

事項 ダム名 備　　　　考



令和４年度当初予算　ダムメンテナンス事業（補助・福島県）

（単位：百万円）

事業種別 市町村名 事業費 備　　　　　考

ダムメンテナンス事業 いわき市、会津若松市、飯舘村 224 個別施設については、別紙参照

※事業費は利水者負担金を除いたものである。



令和４年度当初予算　ダムメンテナンス事業（補助・福島県）

別　　　紙

実施主体 市町村名 水系名 河川名 ダム名

いわき市 鮫川 鮫川 高柴ダム

会津若松市 阿賀野川 湯川 東山ダム

飯舘村 真野川 真野川 真野ダム

福島県



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

あぶくまがわ まつかわ まえかわ まえかわだいいちさぼうえんてい（さがん） ふくしまし おおざそう

福島河川国道 火山砂防 阿武隈川 松川 前川 前川第１砂防堰堤（左岸） 福島市 大笹生 砂防堰堤工 40
あぶくまがわ まつかわ かにがさわ かにがさわだいごさぼうえんてい（うがん） ふくしまし すももだいら

阿武隈川 松川 蟹ヶ沢 蟹ヶ沢第５砂防堰堤（右岸） 福島市 李平 砂防堰堤工 80
あぶくまがわ すかわ ふどうさわ ふどうさわだいにさぼうえんてい ふくしまし といしやま

阿武隈川 須川 不動沢 不動沢第２砂防堰堤 福島市 砥石山 砂防堰堤工 95
あぶくまがわ すかわ みずさわ みずさわだいいちさぼうえんてい ふくしまし ざいにわさか

阿武隈川 須川 水沢 水沢第１砂防堰堤 福島市 在庭坂 砂防堰堤工 59
あぶくまがわ すかわ こさかさわ こさかさわだいいちさぼうえんてい ふくしまし ざいにわさか

阿武隈川 須川 小坂沢 小坂沢第１砂防堰堤 福島市 在庭坂 砂防堰堤工 63
あぶくまがわ すかわ あまどがわ あまどがわだいにさぼうえんてい ふくしまし まちにわさか

阿武隈川 須川 天戸川 天戸川第２砂防堰堤 福島市 町庭坂 砂防堰堤工 59
あぶくまがわ あらかわ しおのかわ しおのかわだいはちさぼうえんてい ふくしまし さばら

阿武隈川 荒川 塩の川 塩の川第８砂防堰堤 福島市 佐原 砂防堰堤工 253
あぶくまがわ あらかわ あらかわ あらかわだいきゅうさぼうえんてい ふくしまし つちゆおんせんまち

阿武隈川 荒川 荒川 荒川第９砂防堰堤 福島市 土湯温泉町 砂防堰堤工 121

合計 8 箇所 770

令和４年度　直轄砂防事業箇所別調書（福島県　１／１）

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４年度　　直轄地すべり対策事業箇所別調書（福島県 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）

たきさか やまぐん にしあいづまち とよす

阿賀野川河川 地すべり対策 滝坂 耶麻郡 西会津町 豊洲 排水トンネル工

集水井工 578

１箇所 578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 あぶくまがわ だいさくさわ だてぐん かわまたまち おおさく さぼうえんていこう

砂防等事業 阿武隈川 大作沢 伊達郡 川俣町 大作 砂防堰堤工 15

あぶくまがわ びぜんさくさわ たむらし ときわまち　ときわ さぼうえんていこう

阿武隈川 備前作沢 田村市 常葉町常葉 砂防堰堤工 10

くじがわ ながさわ ひがししらかわぐん たなぐらまち やつき さぼうえんていこう

久慈川 長沢 東白川郡 棚倉町 八槻 砂防堰堤工 50
あがのがわ かのうづがわ みなみあいづぐん ただみまち かのうづ さぼうえんていこう

阿賀野川 叶津川 南会津郡 只見町 叶津 砂防堰堤工 30

４箇所 105合計

令和４年度　当初予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（福島県　1/3）

所在地
事業区分 水系名 渓流名



工種 事業費 備考
市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

砂防メンテナンス ぼうださわ　ほか だてし　ほか つきだてまちぼうだ　ほか ろうきゅうかたいさく

事業 坊田沢　外 伊達市　外 月舘町坊田　外 老朽化対策 418

１箇所 418
※急傾斜の事業費は補助基本額である

令和４年度　当初予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（福島県　2/3）

事業区分 水系名
渓流名
箇所名

所在地

合計



※計画策定のみの箇所は記載していない

施設名 構造物種別 事業種別

だてし ぼうださわ　ほか ぼうださわさぼうえんてい　とう

福島県 伊達市 坊田沢　外 坊田沢砂防堰堤　等 砂防堰堤工 改築
ふくしまし おがわ おがわさぼうえんてい

福島市 小川 小川砂防堰堤 砂防堰堤工 改築
あいづわかまつし へびさわがわ　ほか へびさわがわさぼうえんてい　とう

会津若松市 蛇沢川　外 蛇沢川砂防堰堤　等 砂防堰堤工 改築
あいづみさとまち きどのさわ きどのさわさぼうえんてい

会津美里町 木戸ノ沢 木戸ノ沢砂防堰堤 砂防堰堤工 改築
しょうわむら くいまるさわ くいまるさわさぼうえんてい

昭和村 喰丸沢 喰丸沢砂防堰堤 砂防堰堤工 改築
やないづまち でいりさわ でいりさわさぼうえんてい

柳津町 出入沢 出入沢砂防堰堤 砂防堰堤工 改築
しもごうまち かとたにかわ かとたにかわさぼうえんてい

下郷町 加藤谷川 加藤谷川砂防堰堤 砂防堰堤工 改築
みなみあいづまち わたざねがわ　ほか わたざねがわさぼうえんてい　とう

南会津町 渡実川　外 渡実川砂防堰堤　等 砂防堰堤工 改築
いわきし はやしうちちく はやしうちちくきゅうけいしゃちほうかいぼうししせつ

いわき市 林内地区 林内地区急傾斜地崩壊防止施設 法面工 改築

令和４年度　当初予算　砂防メンテナンス事業箇所表（福島県　3/3）

事業主体名 市町村名
渓流名
箇所名



福島県 （単位：百万円）

海岸メンテナンス事業 いわき海岸 いわき市
し

200 ※個別内容については、別紙参照

福島県　計 200

令和４年度　配分予算
（水管理・国土保全局海岸室所管　補助海岸事業）

事　業　名 海岸名 市町村名 事業費 備考



令和４年度当初予算　海岸メンテナンス事業（補助・福島県）

※点検及び計画策定のみの箇所は記載していない。

別　　　紙

都道府県 市町村 海岸 施設 備　　　　　考

福島県 いわき市 いわき海岸メンテナンス事業 護岸



令和４年度当初予算　下水道事業

都道府県名：福島県 （単位：千円）

郡山地区事業間連携下水道事業 郡山市
浸水対策下水道事業
（事業間連携下水道事業）

4,240,254 2,120,127

いわき市下水汚泥等利活用事業 いわき市 民間活力イノベーション推進下水道事業 1,064,200 585,290

泉町滝尻地区大規模雨水処理施設整
備事業

いわき市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

140,802 70,401

館取町地区大規模雨水処理施設整備
事業

須賀川市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

442,378 221,189

相馬北町地区大規模雨水処理施設整
備事業

相馬市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

468,442 227,231

小高川排水区大規模雨水処理施設整
備事業

南相馬市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

356,500 178,250

計 6,712,576 3,402,488

事業名 事業主体 事業種別 事業費 国費



福　島　県

都市局



※市町村名は令和4年3月31日現在である。
種　　　別：　国営追悼・祈念施設整備【復興】
所　　　管：　復興庁
都道府県名：　福島県

（単位：百万円）

整備 国営追悼・祈念施設 双葉郡浪江町 464

令和４年度　予算箇所表

工種 施設名 市町村名 事業費 備考



令和４年度　当初予算配分

一般会計　（組織）国土交通本省　 福島県

（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 摘　　要

502,200

郡山市 郡山市 継続 麓山地区 1/2 251,100

252,200

郡山市 郡山市 継続 大町地区 1/2 126,100

37,000

郡山市 郡山市 新規 開成山地区（第2期） 1/2 18,500

241,200

いわき市 いわき市 継続 平地区 1/2 120,600

314,800

白河市 白河市 継続 小峰城下町地区 1/2 157,400

296,800

須賀川市 須賀川市 継続 須賀川駅西地区 1/2 148,400

83,000

喜多方市 喜多方市 継続 塩川駅周辺地区 1/2 41,500

161,200

二本松市 二本松市 継続 二本松城跡周辺地区 1/2 80,600

726,200

二本松市 二本松市 継続 二本松駅南地区 1/2 363,100

2,614,600

合計 1,307,300

内示額について、下段を国費とする。



令和４年度

街路交通調査 福島県
（単位：千円）

（ 10,200 ）
3,400

計 （ 10,200 ）
3,400

備考 １：上段（　）書は事業費
　　 ２：補助金名は街路交通調査費補助
　　 ３：国の歳出予算の(項)は地域連携道路事業費､(目)は道路調査費補助､(目の細分)は街路交通調査費補助

国庫補助額 摘要

街路交通調査費補助(総
合都市交通体系調査)

いわき市管内
いわき
市

新 1/3
いわき都市計画道路
網再編検討業務

整理
番号

事業名 都市名
事業
主体

継/新 補助率



令和４年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:福島県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業主体 事業費 備考

補助事業

踏切道改良計画事業 郡山市 第一越後街道踏切道 郡山市 332

踏切道改良計画事業 いわき市 自動車練習所踏切道 いわき市 281



令和４年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:福島県 (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 福島県 福島県無電柱化推進計画事業 1,020

(国)252号(七日町)〔会津若松市〕、(国)459号(上町)
〔喜多方市〕、(国)118号(錦町外)〔会津若松市〕、(主)
小名浜平線(花畑)〔いわき市〕、(主)中野須賀川線(牛
袋)〔須賀川市〕、(一)水原福島線(杉妻)〔福島市〕、(都)
須賀川駅並木町線〔須賀川市〕、(都)白河駅白坂線
(向新蔵)〔白河市〕、(都)西郷搦目線〔白河市〕、(都)腰
浜町町庭坂線〔福島市〕

無電柱化推進計画事業 郡山市 郡山市無電柱化推進計画事業 64 (市)開成三丁目7号線(開成三丁目)

無電柱化推進計画事業 いわき市 いわき市無電柱化推進計画事業 223 (都)搔槌小路幕ﾉ内線(柳町)

無電柱化推進計画事業 喜多方市 喜多方市無電柱化推進計画事業 70 (都)坂井四ﾂ谷線(御清水東)



令和４年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成 

所　　管：国土交通省

都道府県名:福島県 (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

交通安全対策（通学路緊急対策） 福島県 福島県通学路緊急対策推進計画 1,053

河東学園、会津若松市湊小学校、第二小学校、芦沢
小学校、檜枝岐小学校、南郷小学校、さくら小学校、
宮川小学校、泉崎第二小学校、矢祭小学校、塙小学
校

交通安全対策（通学路緊急対策） 福島市 福島県福島市通学路緊急対策推進計画 11 松川小学校、庭坂小学校、余目小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） いわき市 福島県いわき市通学路緊急対策推進計画 50

菊田小学校、錦東小学校、好間第一小学校、江名小
学校、高坂小学校、小玉小学校、小川小学校、小名
浜第二小学校、小名浜東小学校、上遠野小学校、泉
小学校、大浦小学校、長倉小学校、田人小学校、渡
辺小学校、湯本第一小学校、湯本第二小学校、平第
一小学校、平第三小学校、平第四小学校、豊間小学
校、勿来第一小学校、勿来第三小学校、勿来第二小
学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 大玉村 福島県大玉村通学路緊急対策推進計画 10 玉井小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 磐梯町 福島県磐梯町通学路緊急対策推進計画 9 磐梯第一小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 西郷村 福島県西郷村通学路緊急対策推進計画 27 熊倉小学校、小田倉小学校、米小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 塙町 福島県塙町通学路緊急対策推進計画 10 塙小学校



令和４年度　当初予算　箇所表 参 考

※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成 

都道府県名:福島県

整備計画名 要素事業名 市町村名 事業主体

一般国道294号　四ッ谷工区 会津若松市 福島県

（主）北山会津若松線　広田工区 会津若松市 福島県

（主）喜多方会津坂下線　米室工区 喜多方市 福島県

（主）郡山大越線　芦沢工区 田村市 福島県

一般国道352号　見通工区 檜枝岐村 福島県

一般国道289号　富山工区 南会津町 福島県

（主）米沢猪苗代線　早稲沢工区 北塩原村 福島県

（一）大内会津高田線　上中川２工区 会津美里町 福島県

（一）母畑白河線　木ノ内前工区 泉崎村 福島県

一般国道118号　並木工区 矢祭町 福島県

（一）矢祭山八槻線　赤沢橋工区 塙町 福島県

（市）下中島・仏明内線　木曽内工区 福島市 福島市

（市）舘・前畑線　鍋屋敷工区 福島市 福島市

（市）湯町・姥堂線　内町工区 福島市 福島市

（市）関田・大島線　関田障子川工区 いわき市 いわき市

（市）関田・大島線　南町工区 いわき市 いわき市

（市）久保町・六間門線 いわき市 いわき市

（市）五色町・南白土線　愛谷町工区 いわき市 いわき市

（市）五色町・南白土線　作町工区 いわき市 いわき市

（市）行屋前・北町線、（市）関田・大島線 いわき市 いわき市

（市）諏訪町・上神白線　岡小名工区1 いわき市 いわき市

（市）諏訪町・上神白線　岡小名工区2 いわき市 いわき市

（市）馬場・寺前線 いわき市 いわき市

（市）八反田・平太郎線 いわき市 いわき市

（市）浜田・寺下線 いわき市 いわき市

（市）平・四倉線 いわき市 いわき市

（市）栄田１号線 いわき市 いわき市

（市）船引場・原木田線 いわき市 いわき市

（市）六反田・渡部線 いわき市 いわき市

（市）安竜7号線 いわき市 いわき市

（市）栄田・下浅貝線 いわき市 いわき市

（市）下平窪16号線 いわき市 いわき市

（市）関田寺下1号線 いわき市 いわき市

（市）関田寺下3号線、（市）窪田・関田線 いわき市 いわき市

（市）岸前・中ノ目線 いわき市 いわき市

（市）窪田・関田線　関田西工区 いわき市 いわき市

（市）窪田・関田線　四沢前ノ内工区 いわき市 いわき市

（市）古身入1号線、（市）窪・関田線 いわき市 いわき市

（市）行屋前・北町線、（市）行屋前・尾細線 いわき市 いわき市

（市）七反田・金ケ町線 いわき市 いわき市

（市）上川原１号線 いわき市 いわき市

（市）上代・家ノ前線　２号 いわき市 いわき市

（市）上湯長谷町１号線 いわき市 いわき市

（市）植ノ内・宮沢線 いわき市 いわき市

（市）植ノ内・宮沢線、（市）上平田ノ吊線 いわき市 いわき市

（市）諏訪下・馬場線 いわき市 いわき市

（市）西殿町2号線　窪田道山工区1 いわき市 いわき市

（市）西殿町2号線　窪田道山工区2 いわき市 いわき市

（市）西殿町2号線　窪田道山工区3 いわき市 いわき市

（市）青井・下町線 いわき市 いわき市

（市）前沼・大原境西線 いわき市 いわき市

（市）台・大久保線 いわき市 いわき市

（市）大町1号線 いわき市 いわき市

福島県通学路緊急対策推進計画

福島県福島市通学路緊急対策推進計画

福島県いわき市通学路緊急対策推進計画



令和４年度　当初予算　箇所表 参 考

※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成 

都道府県名:福島県

整備計画名 要素事業名 市町村名 事業主体

（市）中岡町1号線、（市）中岡町3号線 いわき市 いわき市

（市）中岡町20号線、（市）中岡町9号線 いわき市 いわき市

（市）中之町・根岸線 いわき市 いわき市

（市）定西・鳥居北線 いわき市 いわき市

（市）天ヶ作・北町線 いわき市 いわき市

（市）天ヶ作３号線 いわき市 いわき市

（市）南君ケ塚・道珍線 いわき市 いわき市

（市）南町・江ノ浦線 いわき市 いわき市

（市）宝海・斑堂線 いわき市 いわき市

（市）北郡・万谷線、（市）応時・横塚線、（市）町通・中郡線 いわき市 いわき市

（市）北町田・馬場線 いわき市 いわき市

（市）堀ノ内・栄田線 いわき市 いわき市

（市）堀田・栄田線 いわき市 いわき市

（市）薬師前・宿ノ川線 いわき市 いわき市

（市）林ノ上・松ノ中線 いわき市 いわき市

（村）細田・矢沢線　１工区 大玉村 大玉村

（村）星内・西庵線　１工区 大玉村 大玉村

（町）諏訪山線　諏訪山工区１ 磐梯町 磐梯町

（町）諏訪山線　諏訪山工区２ 磐梯町 磐梯町

（町）大寺本寺下道線 磐梯町 磐梯町

（村）上新田大平線　大平工区 西郷村 西郷村

（村）折口原鶴生線　折口原工区 西郷村 西郷村

（村）中山前上畑線　中山前工区 西郷村 西郷村

福島県塙町通学路緊急対策推進計画 （町）塙棚倉線　材木町工区2 塙町 塙町

福島県磐梯町通学路緊急対策推進計画

福島県西郷村通学路緊急対策推進計画

福島県いわき市通学路緊急対策推進計画

福島県大玉村通学路緊急対策推進計画



福 島 県

住 宅 局



地域居住機能再生推進事業　実施計画（令和４年度　当初配分）

（単位：千円）

都道府県 福島県
地区名 事業名 事業費 備考

鶴ヶ城周辺地区 地域居住機能再生推進事業 280,515
280,515合計



空き家対策総合支援事業　実施計画（令和４年度　当初配分）

（単位：千円）

都道府県 福島県
地区名 事業名 事業費 備考

福島市 空き家対策総合支援事業 5,472
いわき市 空き家対策総合支援事業 17,484
白河市 空き家対策総合支援事業 11,770
喜多方市 空き家対策総合支援事業 5,000
二本松市 空き家対策総合支援事業 1,500
伊達市 空き家対策総合支援事業 96,600
下郷町 空き家対策総合支援事業 2,000
只見町 空き家対策総合支援事業 1,800
南会津町 空き家対策総合支援事業 7,500
西会津町 空き家対策総合支援事業 5,000
猪苗代町 空き家対策総合支援事業 400
柳津町 空き家対策総合支援事業 2,500
会津美里町 空き家対策総合支援事業 12,000
石川町 空き家対策総合支援事業 200,000
玉川村 空き家対策総合支援事業 270,400

639,426合計



地域防災拠点建築物整備緊急促進事業　実施計画（令和４年度　当初配分）

（単位：千円）

都道府県 福島県
地区名 事業名 事業費 備考

地域防災拠点建築物整備緊急促進事業 446,160
446,160合計



スマートウェルネス住宅等推進（地域生活拠点型再開発）事業　実施計画（令和４年度　当初配分）

（単位：千円）

都道府県 福島県
地区名 事業名 事業費 備考

細沼町地区 スマートウェルネス住宅等推進（地域生活拠点型再開発）事業 145,686
大町二丁目地区 スマートウェルネス住宅等推進（地域生活拠点型再開発）事業 1,218,000

1,363,686合計



港 湾 局

(単位：百万円)

事業区分 区分別事業費

福島県
福島県
福島県重 要 港 湾 相 馬 福 島 県 小 計 199
福島県 直 轄 199
福島県
福島県 小 名 浜 福 島 県 小 計 1,120
福島県 直 轄 1,100
福島県 補 助 20
福島県

1,319

港湾管理者

福 島 県

令 和 ４ 年 度　 港 湾 整 備 事 業 予 算 

令和4年度事業費

摘　　要

合　　　　計

港　　格　　等 港　　名



［直轄＋補助］ （単位：百万円)

事 業 費 主　　　要　　　内　　　容

（内地）

仙 台 317 庁舎改修、無線施設整備、気象施設整備等

羽 田 47,275
人工地盤整備、空港アクセス鉄道整備、浸水対策、耐震対策、滑走路改
良、誘導路改良、エプロン改良、建築施設整備、無線施設整備、照明施設
整備、気象施設整備、教育施設・住宅防音工事補助等

新 潟 3,763
浸水対策、滑走路端安全区域整備、誘導路改良、無線施設整備、照明施設
整備、住宅防音工事補助等

広 島 1,863
浸水対策、滑走路端安全区域整備、エプロン改良、無線施設整備、気象施
設整備等

高 松 566 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備等

松 山 1,578
エプロン拡張、浸水対策、滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施
設整備、住宅防音工事補助等

高 知 3,277 浸水対策、無線施設整備、照明施設整備、住宅防音工事補助等

福 岡 27,456
滑走路増設、CIQ施設整備、浸水対策、耐震対策、無線施設整備、教育施
設・住宅防音工事補助等

北 九 州 448 浸水対策、無線施設整備、照明施設整備等

長 崎 3,217 浸水対策、滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備等

熊 本 3,356 CIQ施設整備、浸水対策、無線施設整備、照明施設整備等

大 分 1,771
エプロン拡張、浸水対策、耐震対策、滑走路端安全区域整備、滑走路改
良、無線施設整備、照明施設整備、住宅防音工事補助等

宮 崎 3,979
浸水対策、耐震対策、滑走路端安全区域整備、誘導路改良、無線施設整
備、照明施設整備、住宅防音工事補助等

鹿 児 島 1,673
誘導路新設、浸水対策、誘導路改良、無線施設整備、照明施設整備、気象
施設整備、住宅防音工事補助等

成 田 2,224 庁舎耐震対策、CIQ施設整備、無線施設整備、環境整備事業等

中 部 881 庁舎改修、無線施設整備等

関 西 2,598 庁舎改修、無線施設整備、照明施設整備、気象施設整備等

伊 丹 2,165 庁舎改修、無線施設整備、照明施設整備、気象施設整備等

秋 田 613
滑走路端安全区域整備、滑走路改良、無線施設整備、照明施設整備、気象
施設整備等

山 形 242 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備等

山 口 宇 部 94 浸水対策、無線施設整備等

青 森 525 滑走路改良、誘導路改良、エプロン改良、無線施設整備、気象施設整備等

花 巻 935 滑走路端安全区域整備、滑走路改良、無線施設整備、照明施設整備等

大 館 能 代 562 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備、気象施設整備

地 方 管 理 空 港

令和４年度　予算配分箇所表（空港整備）

区　　　　分

国 管 理 空 港

会 社 管 理 空 港

特定地方管理空港

1 / 4 



［直轄＋補助］ （単位：百万円)

事 業 費 主　　　要　　　内　　　容

令和４年度　予算配分箇所表（空港整備）

区　　　　分

庄 内 450 滑走路端安全区域整備、庁舎改修、無線施設整備

福 島 719 滑走路端安全区域整備、滑走路改良、無線施設整備等

富 山 301 滑走路改良、無線施設整備、照明施設整備等

能 登 51 滑走路端安全区域整備、耐震対策、無線施設整備

福 井 98 無線施設整備、気象施設整備

松 本 110 浸水対策、無線施設整備、照明施設整備

静 岡 430 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、気象施設整備等

神 戸 335 浸水対策、無線施設整備等

南 紀 白 浜 299 滑走路端安全区域整備、耐震対策、滑走路改良等

鳥 取 181 滑走路端安全区域整備、照明施設整備

出 雲 908 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備等

石 見 1,571 滑走路改良、無線施設整備、照明施設整備

岡 山 130 無線施設整備等

佐 賀 578 滑走路改良、エプロン改良、無線施設整備、照明施設整備等

三 沢 224 照明施設整備等

百 里 154 無線施設整備等

小 松 504 浸水対策、誘導路改良、エプロン改良、照明施設整備等

美 保 758 エプロン改良、照明施設整備等

岩 国 71 浸水対策等

徳 島 251 浸水対策、滑走路端安全区域整備、照明施設整備等

（北海道）

新 千 歳 6,692
誘導路新設、デアイシングエプロン新設、浸水対策、耐震対策、滑走路端
安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備、気象施設整備等

稚 内 140 浸水対策、無線施設整備、照明施設整備、気象施設整備等

釧 路 563 無線施設整備、照明施設整備、気象施設整備等

函 館 1,872
浸水対策、滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備、気象施
設整備、移転補償等事業等

旭 川 1,176 誘導路改良、無線施設整備、照明施設整備等

共 用 空 港

国 管 理 空 港

特定地方管理空港

2 / 4 



［直轄＋補助］ （単位：百万円)

事 業 費 主　　　要　　　内　　　容

令和４年度　予算配分箇所表（空港整備）

区　　　　分

帯 広 1,080 滑走路端安全区域整備、誘導路改良、無線施設整備等

利 尻 118 滑走路端安全区域整備、無線施設整備

奥 尻 63 滑走路端安全区域整備、無線施設整備

中 標 津 97 滑走路端安全区域整備、無線施設整備

紋 別 76 浸水対策、無線施設整備、照明施設整備

女 満 別 167 庁舎改修、無線施設整備等

札 幌 253 滑走路端安全区域整備、照明施設整備等

（離島）

大 島 78 耐震対策、無線施設整備

新 島 13 無線施設整備

神 津 島 13 無線施設整備

三 宅 島 204 無線施設整備

八 丈 島 398 無線施設整備

隠 岐 14 無線施設整備

対 馬 159 無線施設整備、照明施設整備

福 江 109 庁舎改修、無線施設整備

小 値 賀 6 照明施設整備

上 五 島 6 照明施設整備

壱 岐 3 浸水対策

種 子 島 100 滑走路端安全区域整備

屋 久 島 122 気象施設整備

（奄美）

奄 美 154 滑走路端安全区域整備、庁舎改修、無線施設整備、照明施設整備

喜 界 200 滑走路改良

徳 之 島 423 滑走路端安全区域整備、無線施設整備

地 方 管 理 空 港

地 方 管 理 空 港

共 用 空 港

地 方 管 理 空 港

3 / 4 



［直轄＋補助］ （単位：百万円)

事 業 費 主　　　要　　　内　　　容

令和４年度　予算配分箇所表（空港整備）

区　　　　分

沖 永 良 部 124 気象施設整備

与 論 50 場周柵改良

（沖縄）

那 覇 9,572
ターミナル地域の整備、浸水対策、耐震対策、滑走路改良、誘導路改良、
無線施設整備、照明施設整備、住宅防音工事補助等

粟 国 109 照明施設整備等

慶 良 間 112 照明施設整備等

久 米 島 178 無線施設整備、照明施設整備、気象施設整備

南 大 東 137 滑走路端安全区域整備、滑走路改良、誘導路改良、エプロン改良

北 大 東 519 滑走路改良等

伊 江 島 13 滑走路端安全区域整備

宮 古 113 滑走路端安全区域整備、庁舎改修、無線施設整備、照明施設整備等

下 地 島 666 無線施設整備、照明施設整備

多 良 間 69 滑走路端安全区域整備、無線施設整備

新 石 垣 65 浸水対策、無線施設整備等

波 照 間 2 無線施設整備

与 那 国 95 無線施設整備

名 古 屋 78 無線施設整備、照明施設整備

八 尾 378 誘導路改良、エプロン改良、無線施設整備、照明施設整備等

但 馬 12 無線施設整備

天 草 107 滑走路端安全区域整備

（注）各空港の計数は、それぞれ単位未満を四捨五入している。

国 管 理 空 港

地 方 管 理 空 港

その他の空港等

4 / 4 
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令和４年度鉄道局関係予算配分概要 

 

区    分 

 

 

 

線   名   等 

 

 

 

事業費 

（百万円） 

 

【整備新幹線】 

 

 

整備新幹線整備事

業 

 

 

 

合計 

 

 

北海道新幹線（新函館北斗～札幌） 

北陸新幹線（金沢～敦賀） 

九州新幹線（武雄温泉～長崎） 

 

計 

240,000 

 

 

135,000 

93,000 

12,000 

 

240,000 

   

【都市・ 

幹線鉄道】 

 

合計 

 

 

 69,336 

都市鉄道利便増進

事業 

神奈川東部方面線 

 

計 

29,958 

 

29,958 

都市鉄道整備事業 

        

        

     

     

     

     

 

 

東京都（大規模改良） 

横浜市（大規模改良、耐震補強） 

名古屋市（大規模改良、耐震補強） 

京都市（大規模改良、浸水対策） 

神戸市（大規模改良） 

福岡市（新線建設（七隈線延伸）） 

東京地下鉄㈱（新線建設（有楽町線、南北線延伸）、大規模改良） 

大阪市高速電気軌道㈱（大規模改良） 

関西高速鉄道㈱（新線建設（なにわ筋線）） 

 

計 

2,948 

203 

711 

262 

1,722 

4,469 

4,171 

1,282 

1,984 

 

17,752 

幹線鉄道等活性化

事業 

 

 

 

 

地域公共交通活性化・再生法法定協議会 

（西日本旅客鉄道㈱） 

高松琴平電気鉄道㈱ 

南阿蘇鉄道㈱ 

 

計 

120 

 

30 

360 

 

510 

鉄道駅総合改善事

業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域公共交通活性化・再生法法定協議会 

 (相模鉄道㈱(海老名駅)) 

東日本旅客鉄道㈱(紫波中央駅、大館駅、取手駅、我孫子駅、巌根 

駅、村井駅) 

東海旅客鉄道㈱(刈谷駅) 

西日本旅客鉄道㈱(香芝駅、東貝塚駅、安芸矢口駅、下祗園駅、厚狭駅)

小田急電鉄㈱(中央林間駅) 

京浜急行電鉄㈱(品川駅) 

名古屋鉄道㈱(印場駅) 

山陽電気鉄道㈱(夢前川駅) 

三陸鉄道㈱(宮古駅) 

あいの風とやま鉄道㈱(呉羽駅) 

 

計 

 

591 

 

1,343 

 

806 

2,086 

50 

246 

31 

12 

504 

379 

 

6,048 



- 2 - 

 

鉄道防災事業 

 

 

 

北海道旅客鉄道㈱（函館線） 

四国旅客鉄道㈱（予讃線、徳島線、予土線） 

九州旅客鉄道㈱（筑肥線、日豊線） 

(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構（青函トンネル） 

 

計 

58 

223 

50 

1,140 

 

1,471 

鉄道施設総合安全

対策事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【老朽化対策】 

北海道旅客鉄道㈱（千歳線、宗谷線、函館線） 

東京モノレール㈱（羽田空港線） 

富山地方鉄道㈱（本線、上滝線） 

四国旅客鉄道㈱（高徳線） 

 

【耐震対策】 

北海道旅客鉄道㈱（千歳線） 

京王電鉄㈱（相模原線） 

小田急電鉄㈱（小田原線） 

東急電鉄㈱（東横線） 

京浜急行電鉄㈱（本線） 

相模鉄道㈱（いずみ野線） 

近畿日本鉄道㈱（京都線、難波線） 

阪急電鉄㈱（宝塚線、神戸線） 

新関西国際空港㈱（空港連絡鉄道線） 

和歌山県（和歌山港線） 

四国旅客鉄道（予讃線） 

西日本鉄道㈱（天神大牟田線） 

 

【豪雨対策】 

仙台市（南北線） 

近畿日本鉄道㈱（名古屋線） 

阪急電鉄㈱（神戸線） 

南海電気鉄道㈱（高野線） 

四国旅客鉄道㈱（予讃線、土讃線） 

 

【浸水対策】 

埼玉高速鉄道㈱（埼玉高速鉄道線） 

 

【踏切保安設備整備】 

秋田内陸縦貫鉄道㈱（秋田内陸線） 

上毛電気鉄道㈱（上毛線） 

関東鉄道㈱（常総線） 

新京成電鉄㈱（新京成線） 

西武鉄道㈱（池袋線、新宿線、多摩湖線） 

東急電鉄㈱（東急多摩川線、池上線、東横線） 

京王電鉄㈱（京王線） 

名古屋鉄道㈱（名古屋本線） 

近畿日本鉄道㈱（大阪線、名古屋線） 

神戸電鉄㈱（粟生線、三田線） 

京阪電気鉄道㈱（石山坂本線、京津線） 

南海電気鉄道㈱（加太線） 

阪神電気鉄道㈱（本線） 

水間鉄道㈱（水間線） 

四国旅客鉄道㈱（予讃線、土讃線、高徳線、徳島線） 

 

 

 

 

747 

270 

201 

81 

195 

 

3,042 

15 

390 

255 

105 

126 

66 

656 

442 

120 

27 

300 

540 

 

501 

99 

180 

87 

84 

51 

 

6 

6 

 

539 

46 

20 

27 

18 

76 

175 

57 

37 

2 

10 

13 

10 

34 

10 

4 
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【地域鉄道安全対策】 

道南いさりび鉄道㈱ 

青森県 

弘南鉄道㈱ 

津軽鉄道㈱ 

八戸臨海鉄道㈱ 

IGRいわて銀河鉄道㈱ 

三陸鉄道㈱ 

仙台空港鉄道㈱ 

山形鉄道㈱ 

会津鉄道㈱ 

阿武隈急行㈱ 

福島交通㈱ 

関東鉄道㈱ 

ひたちなか海浜鉄道㈱ 

鹿島臨海鉄道㈱ 

わたらせ渓谷鉄道㈱ 

秩父鉄道㈱ 

小湊鐡道㈱ 

いすみ鉄道㈱ 

箱根登山鉄道㈱ 

江ノ島電鉄㈱ 

伊豆箱根鉄道㈱ 

神奈川臨海鉄道㈱ 

湘南モノレール㈱ 

えちごトキめき鉄道㈱ 

北越急行㈱ 

富山地方鉄道㈱ 

あいの風とやま鉄道㈱ 

福井鉄道㈱ 

富士急行㈱ 

上田電鉄㈱ 

長良川鉄道㈱ 

養老線管理機構 

明知鉄道㈱ 

樽見鉄道㈱ 

伊豆箱根鉄道㈱ 

伊豆急行㈱ 

遠州鉄道㈱ 

静岡鉄道㈱ 

豊橋鉄道㈱ 

衣浦臨海鉄道㈱ 

三岐鉄道㈱ 

京福電気鉄道㈱ 

阪堺電気軌道㈱ 

和歌山電鐵㈱ 

北条鉄道㈱ 

水間鉄道㈱ 

紀州鉄道㈱ 

智頭急行㈱ 

若桜町・八頭町 

井原鉄道㈱ 

水島臨海鉄道㈱ 

岡山電気軌道㈱ 

広島電鉄㈱ 

広島高速交通㈱ 

 

7,773 

7 

89 

30 

11 

14 

665 

396 

8 

26 

208 

17 

81 

268 

128 

13 

53 

316 

130 

30 

85 

92 

42 

20 

59 

269 

142 

340 

351 

183 

189 

120 

180 

137 

54 

43 

74 

15 

125 

50 

377 

16 

300 

351 

153 

124 

24 

50 

7 

52 

75 

91 

10 

38 

191 

38 
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錦川鉄道㈱ 

高松琴平電気鉄道㈱ 

とさでん交通㈱ 

肥薩おれんじ鉄道㈱ 

平成筑豊鉄道㈱ 

筑豊電気鉄道㈱ 

北九州高速鉄道㈱ 

くま川鉄道㈱ 

 

【ホームドア整備】 

南海電気鉄道㈱(中百舌鳥駅) 

名古屋臨海高速鉄道㈱（荒子駅、小本駅、南荒子駅） 

  

計 

51 

164 

109 

268 

86 

90 

44 

3 

 

990 

390 

600 

 

 13,598 

（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４年度予算　船舶交通安全基盤整備事業　全国箇所表

[直轄事業]

対前年度倍率

海 上 保 安 庁 1 2,195 1.329

第 一 管 区
海 上 保 安 本 部

22 724 2.488

第 二 管 区
海 上 保 安 本 部

16 461 1.138

第 三 管 区
海 上 保 安 本 部

16 1,770 2.805

第 四 管 区
海 上 保 安 本 部

29 759 2.040

第 五 管 区
海 上 保 安 本 部

27 2,586 1.268

第 六 管 区
海 上 保 安 本 部

53 1,860 2.934

第 七 管 区
海 上 保 安 本 部

53 2,343 1.532

第 八 管 区
海 上 保 安 本 部

17 596 1.669

第 九 管 区
海 上 保 安 本 部

11 618 2.888

第 十 管 区
海 上 保 安 本 部

16 2,390 0.623

第 十 一 管 区
海 上 保 安 本 部

12 771 0.543

合　　　　　　　　計 271　※ 17,075 1.276

※端数処理の関係で、合計額は必ずしも一致しない。
※管区間等の重複事業箇所２箇所減算。

区　　　　分
事業箇所数
（箇所）

船舶交通安全基盤整備事業
（百万円）

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



＜参考＞
管区 事業箇所名 事業箇所数
本庁 京浜港船舶交通安全基盤整備事業※ 1

小　　　　計 1
一 青苗岬船舶交通安全基盤整備事業 1

松前港船舶交通安全基盤整備事業(北海道) 1
恵山岬船舶交通安全基盤整備事業 1
葛登支岬船舶交通安全基盤整備事業 1
蛯谷漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
札刈漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
弁慶岬船舶交通安全基盤整備事業 1
襟裳岬船舶交通安全基盤整備事業 1
室蘭港船舶交通安全基盤整備事業 1
十勝大津船舶交通安全基盤整備事業 1
釧路港船舶交通安全基盤整備事業 1
焼尻島船舶交通安全基盤整備事業 1
増毛港船舶交通安全基盤整備事業 1
鴛泊船舶交通安全基盤整備事業 1
宗谷岬船舶交通安全基盤整備事業 1
石埼船舶交通安全基盤整備事業 1
能取岬船舶交通安全基盤整備事業 1
紋別船舶交通安全基盤整備事業 1
登栄床漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
落石岬船舶交通安全基盤整備事業 1
納沙布岬船舶交通安全基盤整備事業 1
苫小牧港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 22
二 龍飛埼船舶交通安全基盤整備事業 1

艫作埼船舶交通安全基盤整備事業 1
高野埼船舶交通安全基盤整備事業 1
大間港船舶交通安全基盤整備事業 1
三厩漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
奥内漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
浜奥内漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
鮫角船舶交通安全基盤整備事業 1
八木港船舶交通安全基盤整備事業 1
仙台塩釜港船舶交通安全基盤整備事業 1
長渡漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
気仙沼港船舶交通安全基盤整備事業 1
入道埼船舶交通安全基盤整備事業 1
酒田港船舶交通安全基盤整備事業 1
小良ケ浜船舶交通安全基盤整備事業 1
塩屋埼船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 16
三 京浜港船舶交通安全基盤整備事業※ 1

千葉港船舶交通安全基盤整備事業 1
勝浦船舶交通安全基盤整備事業 1
大原漁港船舶交通安全基盤整備事業(千葉県) 1
浜行川漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
太東漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
横須賀港船舶交通安全基盤整備事業 1
御前埼船舶交通安全基盤整備事業 1
川奈埼船舶交通安全基盤整備事業 1
伊豆岬船舶交通安全基盤整備事業 1
稲取漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
木更津港船舶交通安全基盤整備事業 1
浦賀水道航路船舶交通安全基盤整備事業 1
第二海堡船舶交通安全基盤整備事業 1
三崎漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
鹿島港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 16
四 名古屋港船舶交通安全基盤整備事業 1

衣浦港船舶交通安全基盤整備事業 1
福江港船舶交通安全基盤整備事業(愛知県) 1
栄生漁港船舶交通安全基盤整備事業 1



管区 事業箇所名 事業箇所数
角石船舶交通安全基盤整備事業 1
錦漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
甫母漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
大王埼船舶交通安全基盤整備事業 1
奈屋浦中ノ島船舶交通安全基盤整備事業 1
奈屋浦漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
桃取漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
鳥羽港船舶交通安全基盤整備事業 1
的矢港船舶交通安全基盤整備事業 1
退治埼八十島船舶交通安全基盤整備事業 1
三河港船舶交通安全基盤整備事業 1
一色港沖船舶交通安全基盤整備事業 1
東ノ島船舶交通安全基盤整備事業 1
四日市港船舶交通安全基盤整備事業 1
錦波カブリ船舶交通安全基盤整備事業 1
長島イ島船舶交通安全基盤整備事業 1
尾鷲港船舶交通安全基盤整備事業 1
宿田曾漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
住吉ノ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
浜島港船舶交通安全基盤整備事業 1
伊勢湾船舶交通安全基盤整備事業 1
カツオビラシ船舶交通安全基盤整備事業 1
吉津港船舶交通安全基盤整備事業 1
丸山出シ船舶交通安全基盤整備事業 1
伊良湖水道航路船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 29
五 大阪港船舶交通安全基盤整備事業 1

佐野漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
下荘漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
神戸港船舶交通安全基盤整備事業 1
育波漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
湊港船舶交通安全基盤整備事業 1
津名港船舶交通安全基盤整備事業 1
姫路港船舶交通安全基盤整備事業 1
坊勢漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
雑賀埼船舶交通安全基盤整備事業 1
足摺岬船舶交通安全基盤整備事業 1
奈半利港船舶交通安全基盤整備事業 1
赤岡漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
室戸岬漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
佐喜浜港船舶交通安全基盤整備事業 1
明石海峡航路船舶交通安全基盤整備事業 1
尼崎西宮芦屋港船舶交通安全基盤整備事業 1
洲本沖船舶交通安全基盤整備事業 1
セメント磯船舶交通安全基盤整備事業 1
垂水漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
播磨灘北航路船舶交通安全基盤整備事業※ 1
播磨灘航路船舶交通安全基盤整備事業 1
東播磨港船舶交通安全基盤整備事業 1
和歌山下津港船舶交通安全基盤整備事業 1
堺漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
文里港船舶交通安全基盤整備事業 1
田辺灘島船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 27
六 広島港船舶交通安全基盤整備事業 1

六島船舶交通安全基盤整備事業 1
高島漁港船舶交通安全基盤整備事業(岡山県) 1
柱島港船舶交通安全基盤整備事業 1
久賀港船舶交通安全基盤整備事業 1
大多府島船舶交通安全基盤整備事業 1
豊島漁港船舶交通安全基盤整備事業(広島県) 1
尾道糸崎港船舶交通安全基盤整備事業 1
山口港船舶交通安全基盤整備事業 1
地蔵埼船舶交通安全基盤整備事業 1



管区 事業箇所名 事業箇所数
高松港船舶交通安全基盤整備事業 1
庵治白石礁船舶交通安全基盤整備事業 1
佐田岬船舶交通安全基盤整備事業 1
松山港船舶交通安全基盤整備事業 1
汐出磯船舶交通安全基盤整備事業 1
油トリ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
今治港船舶交通安全基盤整備事業 1
ウズ鼻船舶交通安全基盤整備事業 1
水島港船舶交通安全基盤整備事業 1
播磨灘北航路船舶交通安全基盤整備事業※ 1
鹿川港船舶交通安全基盤整備事業 1
大畠航路船舶交通安全基盤整備事業 1
広島湾船舶交通安全基盤整備事業 1
大砠船舶交通安全基盤整備事業 1
呉港船舶交通安全基盤整備事業 1
小アジワ島船舶交通安全基盤整備事業 1
備後灘航路船舶交通安全基盤整備事業 1
ワンワン瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
馬立ノ鼻沖船舶交通安全基盤整備事業 1
城出シ磯船舶交通安全基盤整備事業 1
瀬戸田港船舶交通安全基盤整備事業 1
徳山下松港船舶交通安全基盤整備事業 1
三田尻中関港船舶交通安全基盤整備事業 1
平郡水道船舶交通安全基盤整備事業 1
周防灘航路船舶交通安全基盤整備事業 1
宇多津港船舶交通安全基盤整備事業 1
詫間港船舶交通安全基盤整備事業 1
備讃瀬戸北航路船舶交通安全基盤整備事業 1
備讃瀬戸南航路船舶交通安全基盤整備事業 1
水島航路船舶交通安全基盤整備事業 1
薑鼻船舶交通安全基盤整備事業 1
オーソノ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
カマ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
豊島甲埼沖船舶交通安全基盤整備事業 1
土庄港船舶交通安全基盤整備事業 1
土庄東港船舶交通安全基盤整備事業 1
百尋磯船舶交通安全基盤整備事業 1
安芸灘南航路船舶交通安全基盤整備事業 1
横枕礁船舶交通安全基盤整備事業 1
来島海峡航路船舶交通安全基盤整備事業 1
伊予灘航路船舶交通安全基盤整備事業 1
東予港船舶交通安全基盤整備事業 1
坂手港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 53
七 佐世保港船舶交通安全基盤整備事業 1

関門港船舶交通安全基盤整備事業 1
筑後川沖船舶交通安全基盤整備事業 1
苅田港船舶交通安全基盤整備事業 1
角島港船舶交通安全基盤整備事業 1
筑前相ノ島船舶交通安全基盤整備事業 1
志賀島漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
戸ヶ里漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
両開漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
呼子港船舶交通安全基盤整備事業 1
脇岬港船舶交通安全基盤整備事業 1
対馬瀬鼻船舶交通安全基盤整備事業 1
崎瀬鼻船舶交通安全基盤整備事業 1
平戸港船舶交通安全基盤整備事業 1
田助漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
前津吉漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
小田助瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
三島船舶交通安全基盤整備事業 1
上県船舶交通安全基盤整備事業 1
佐賀関漁港船舶交通安全基盤整備事業 1



管区 事業箇所名 事業箇所数
鶴御埼船舶交通安全基盤整備事業 1
亀川漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
小祝漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
佐賀関港船舶交通安全基盤整備事業 1
津久見港船舶交通安全基盤整備事業 1
保戸島漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
大分港船舶交通安全基盤整備事業 1
深川湾船舶交通安全基盤整備事業 1
宇部港船舶交通安全基盤整備事業 1
長門水島船舶交通安全基盤整備事業 1
海士ケ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
一ノ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
オノマ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
地ノ島北西船舶交通安全基盤整備事業 1
博多港船舶交通安全基盤整備事業 1
日比水道北曽根船舶交通安全基盤整備事業 1
姫島曽根船舶交通安全基盤整備事業 1
瀬戸港船舶交通安全基盤整備事業(長崎県) 1
ワリ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
樺島水道楫懸船舶交通安全基盤整備事業 1
金剛曽根船舶交通安全基盤整備事業 1
長崎港船舶交通安全基盤整備事業 1
柱瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
五島神浦出シ東船舶交通安全基盤整備事業 1
干切瀬沖船舶交通安全基盤整備事業 1
片島水道中ノ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
臼ノ浦港船舶交通安全基盤整備事業 1
沖ノ六ツ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
安岐埼沖船舶交通安全基盤整備事業 1
長瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
入津船舶交通安全基盤整備事業 1
備前碆船舶交通安全基盤整備事業 1
豊後大瀬船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 53
八 白島埼船舶交通安全基盤整備事業 1

長尾鼻船舶交通安全基盤整備事業 1
美保関船舶交通安全基盤整備事業 1
網代漁港船舶交通安全基盤整備事業(鳥取県) 1
出雲日御碕船舶交通安全基盤整備事業 1
麦山鼻船舶交通安全基盤整備事業 1
大社漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
西郷港姫島船舶交通安全基盤整備事業 1
泊船舶交通安全基盤整備事業 1
宇竜漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
石見大崎鼻船舶交通安全基盤整備事業 1
温泉津港船舶交通安全基盤整備事業 1
舞鶴港船舶交通安全基盤整備事業 1
沖俎岩船舶交通安全基盤整備事業 1
境港船舶交通安全基盤整備事業 1
中海大グリ船舶交通安全基盤整備事業 1
中海丸グリ船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 17
九 粟島船舶交通安全基盤整備事業 1

弾埼船舶交通安全基盤整備事業 1
佐渡大埼船舶交通安全基盤整備事業 1
姫津漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
椎泊漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
伏木富山港船舶交通安全基盤整備事業 1
大野船舶交通安全基盤整備事業 1
禄剛埼船舶交通安全基盤整備事業 1
鵜浦漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
七尾港船舶交通安全基盤整備事業 1
金沢港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 11



管区 事業箇所名 事業箇所数
十 三角港船舶交通安全基盤整備事業 1

宮田漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
貝場漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
都井岬船舶交通安全基盤整備事業 1
細島船舶交通安全基盤整備事業 1
佐多岬船舶交通安全基盤整備事業 1
長崎鼻船舶交通安全基盤整備事業（鹿児島県出水市） 1
竜郷港船舶交通安全基盤整備事業 1
牛深漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
牛深港船舶交通安全基盤整備事業 1
水俣港船舶交通安全基盤整備事業 1
熊本港船舶交通安全基盤整備事業 1
田浦七ッ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
八代港船舶交通安全基盤整備事業 1
鹿児島港船舶交通安全基盤整備事業 1
古仁屋港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 16
十一 那覇港船舶交通安全基盤整備事業 1

粟国島船舶交通安全基盤整備事業 1
伊平屋島船舶交通安全基盤整備事業 1
久米島船舶交通安全基盤整備事業 1
平久保埼船舶交通安全基盤整備事業 1
伊計島船舶交通安全基盤整備事業 1
津堅島船舶交通安全基盤整備事業 1
牧港漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
運天港船舶交通安全基盤整備事業 1
石垣港船舶交通安全基盤整備事業 1
金武中城港船舶交通安全基盤整備事業 1
平良港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 12
合　　　　計 271※

※海上保安庁、第三管区間及び第五管区、第六管区間の重複事業箇所２箇所減算





令和４年度当初予算　官庁営繕部箇所別調書

福島県 （単位：百万円）

事　業　名 箇　所　名 所　在　地 事 業 費 備　　考

［財政投融資特別会計］
特定国有財産整備費 福島第２地方合同庁舎 福島市 1,005 新営事業

合　　計 1,005
　



令和４年度当初予算　社会資本整備総合交付金の配分

（福島県）
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

港湾施設の整備による地域・産
業の活性化及び安全性の確保

福島県 150,000 

港湾施設の整備による賑わい空
間の創出（重点）

福島県 40,000 

1　活力に満ち思いやりにあふれ
た地域・社会の形成

福島県,福島市,二本松市,伊達市,本宮市,国
見町,川俣町,大玉村,郡山市,須賀川市,田村
市,鏡石町,天栄村,石川町,玉川村,平田村,
浅川町,古殿町,小野町,白河市,西郷村,中島
村,泉崎村,矢吹町,棚倉町,塙町,喜多方市,
北塩原村,西会津町,磐梯町,猪苗代町,会津
若松市,会津坂下町,柳津町,会津美里町,金
山町,南会津町,下郷町,双葉町,新地町,広野
町,楢葉町,葛尾村,いわき市,檜枝岐村,南相
馬市,鮫川村

2,667,998 

8　アクセス道路等における整備
の推進

須賀川市,喜多方市,西郷村,泉崎村 290,870 

福島県における安全で安心でき
る快適な住まいとまちづくり

本宮市,南会津町,棚倉町,塙町,古殿町,福島
県,会津若松市,伊達市,浅川町,白河市,須賀
川市,喜多方市,相馬市,田村市,南相馬市,国
見町,川俣町,大玉村,鏡石町,下郷町,只見
町,北塩原村,西会津町,磐梯町,会津坂下町,
三島町,昭和村,会津美里町,中島村,鮫川村,
石川町,玉川村,平田村,三春町,小野町,楢葉
町,川内村,二本松市,浪江町,猪苗代町,天栄
村,檜枝岐村,柳津町,西郷村,泉崎村,矢吹
町,矢祭町,新地町,飯舘村

1,381,582 

福島県の下水道未普及対策等事
業

福島県 359,500 

山形福島新潟の四季の魅力溢れ
る資源を活かした広域観光活性
化計画（重点③）

福島県 440,267 

FIT広域対流圏強化による広域的
観光活性化計画（重点③）

福島県 253,867 

ふくしまの下水道未普及対策等
事業（重点事業）

会津若松市,須賀川市,喜多方市,田村市,南
相馬市,伊達市,本宮市,桑折町,鏡石町,南会
津町,西会津町,会津坂下町,会津美里町,西
郷村,矢吹町,塙町,浅川町,三春町,富岡町,
浪江町

1,275,732 

3　賑わいと思いやりのある元気
なふくしまのまちづくり

福島県,福島市,郡山市,須賀川市,猪苗代町,
いわき市,鏡石町,南会津町,会津坂下町

886,720 



（福島県）
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

福島市地域住宅計画 福島市 97,241 

福島市における中心市街地の賑
わいの再生と住環境の向上（第3
期）

福島市 2,554,249 

福島市の下水道未普及対策等事
業

福島市 237,600 

会津若松市らしい景観形成によ
る魅力あふれるまちづくり（第
２期）

会津若松市 5,308 

会津若松市公園事業特定計画調
査

会津若松市 13,300 

郡山市における住環境の整備
（駅前一丁目第二地区）

郡山市 111,682 

郡山市の下水道未普及対策事業 郡山市 463,650 

社会資本総合整備計画　地域住
宅計画　郡山地域（第６期）

郡山市 59,131 

地域住宅計画（いわき地域第５
期）

いわき市 63,448 

1　いわき市の下水汚泥等利活用
事業

いわき市 134,293 

2　いわき市の下水道未普及対策
事業

いわき市 77,800 

2　いわき市の汚水処理施設統廃
合事業

いわき市 812,463 

白河市の下水道未普及対策等事
業

白河市 64,800 

暮らし続けられるまちづくり整
備計画（小田付地区）（第二
期）

喜多方市 796 



（福島県）
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

4　相馬市における地域振興の促
進

相馬市 58,750 

桑折町歴史的風致維持向上地区
都市再生整備計画

桑折町 27,500 

国見町歴史まちづくり重点（南
部）地区都市再生整備計画

国見町 1,400 

下郷町特定地区公園事業 下郷町 10,000 

歴史と文化が薫るまちづくり整
備事業（本寺地区）

磐梯町 6,948 

歴史のまちづくり計画 棚倉町 55,468 

12,602,363 

※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４年度当初予算　社会資本整備総合交付金の配分

（福島県）
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

土砂災害から命を守る基礎調査
の推進（防災・安全）

福島県 4,000 

浸水対策重点地域における緊急
治水対策の推進（防災・安全）
緊急対策

福島県,相馬市 650,000 

16　通学路等の生活空間におけ
る安全・安心な道づくり

福島市,会津若松市 63,415 

15　活力に満ち思いやりにあふ
れた地域・社会の形成(防災・安
全)

福島県 49,334 

21　道路における国土強靭化の
推進（防災・安全）

福島県,塙町,福島市,南相馬市 204,792 

16　通学路等の要対策箇所にお
ける安全確保の推進

福島県 6,856 

福島県における長寿命化と安
全・安心な都市公園づくり（第
２期）（防災・安全）

福島県,会津若松市,郡山市,いわき市,白河
市,南相馬市,須賀川市,本宮市,鏡石町,西会
津町,猪苗代町,泉崎村,矢吹町,小野町

368,020 

福島県の美しい水環境とくらし
を守る施策の推進（防災・安
全）

福島県 654,500 

ふくしまの雨水対策事業（防
災・安全）

会津若松市,須賀川市,喜多方市,相馬市,南
相馬市,本宮市,会津坂下町,塙町,浅川町,浪
江町,新地町

222,012 

ふくしまの美しい水環境とくら
しを守る施策の推進（防災・安
全）

北塩原村,相馬市,富岡町,会津若松市,白河
市,喜多方市,田村市,南相馬市,伊達市,桑折
町,国見町,鏡石町,檜枝岐村,南会津町,西会
津町,磐梯町,猪苗代町,湯川村,西郷村,矢吹
町,棚倉町,三春町,楢葉町,浪江町

255,063 

9　通学路等の要対策箇所におけ
る安全確保の推進（重点）

福島県,福島市,会津若松市,郡山市,いわき
市,白河市,須賀川市,喜多方市,相馬市,二本
松市,田村市,伊達市,本宮市,川俣町,鏡石
町,南会津町,会津坂下町,会津美里町,西郷
村,中島村,矢吹町,棚倉町,塙町,鮫川村,石
川町,玉川村,平田村,浅川町,小野町,新地町

1,110,246 



（福島県）
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

2　安全で安心して暮らせる地
域・社会の形成（防災・安全）

福島県,福島市,二本松市,伊達市,桑折町,国
見町,川俣町,郡山市,須賀川市,鏡石町,天栄
村,石川町,玉川村,平田村,浅川町,古殿町,
三春町,小野町,白河市,西郷村,泉崎村,矢吹
町,棚倉町,矢祭町,塙町,鮫川村,喜多方市,
会津若松市,北塩原村,西会津町,磐梯町,猪
苗代町,会津坂下町,湯川村,柳津町,会津美
里町,三島町,金山町,昭和村,南会津町,下郷
町,檜枝岐村,只見町,南相馬市,新地町,浪江
町,葛尾村,いわき市

1,728,535 

福島県における安全で安心でき
る快適な住まいとまちづくり
（防災・安全）

福島県,白河市,須賀川市,喜多方市,本宮市,
猪苗代町,柳津町,泉崎村,塙町,相馬市,二本
松市,田村市,南相馬市,伊達市,桑折町,国見
町,川俣町,大玉村,鏡石町,天栄村,下郷町,
檜枝岐村,只見町,南会津町,西会津町,磐梯
町,会津坂下町,三島町,会津美里町,西郷村,
中島村,矢吹町,棚倉町,矢祭町,鮫川村,石川
町,玉川村,浅川町,古殿町,三春町,広野町,
楢葉町,川内村,浪江町,葛尾村,新地町,飯舘
村

366,877 

土砂災害から人命を守る土砂災
害対策事業の推進（防災・安
全）（重点）

福島県 263,000 

水災害から安全で安心して暮ら
せる地域づくりの推進（防災・
安全）

福島県,郡山市,須賀川市,福島市,石川町,棚
倉町,鏡石町,塙町,白河市,只見町,南相馬
市,富岡町,いわき市,伊達市,国見町,西会津
町,昭和村,西郷村,三春町,大熊町,双葉町,
葛尾村,川俣町,二本松市,喜多方市,会津坂
下町,楢葉町,相馬市,広野町,檜枝岐村,鮫川
村,平田村,小野町

650,000 

福島市地域住宅計画（防災・安
全）

福島市 147,000 

福島市における安全で災害に強
いまちづくりの推進（防災・安
全）

福島市 22,000 

福島市における住環境の向上
（防災・安全）（第２期）

福島市 14,590 

福島市における長寿命化と安
全・安心な都市公園づくり（第2
期）（防災・安全）

福島市 25,440 

福島市の雨水対策事業（防災・
安全）

福島市 786,715 

福島市の美しい水環境とくらし
を守る施策の推進（防災・安
全）

福島市 12,000 



（福島県）
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

会津若松市における住環境の向
上（防災・安全）（第２期）

会津若松市 1,590 

会津若松市宅地耐震化推進事業
（防災・安全）

会津若松市 10,126 

郡山市における住環境の整備
（防災・安全）（第２期）

郡山市 5,680 

郡山市の美しい水環境とくらし
を守る施策の推進（防災・安
全）

郡山市 46,453 

郡山市の雨水対策事業（防災・
安全）

郡山市 327,100 

社会資本総合整備計画　地域住
宅計画　郡山地域（第６期）
（防災・安全）

郡山市 34,316 

郡山市宅地耐震化推進事業（第
２期）（防災・安全）

郡山市 29,565 

地域住宅計画（いわき地域第５
期）（防災・安全）

いわき市 113,463 

いわき市における住環境の整備
（防災・安全）（第２期）

いわき市 7,834 

1　いわき市の美しい水環境とく
らしを守る施策の推進（防災・
安全）

いわき市 94,340 

2　いわき市の国土強靭化対策事
業（防災・安全）

いわき市 358,000 

いわき市宅地耐震化推進事業
（防災・安全）

いわき市 9,054 

いわき市中心市街地の防災力向
上のための市街地整備（防災・
安全）

いわき市 510,500 

11　相馬市における防災及び交
通安全の推進

相馬市 5,000 



（福島県）
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

伊達市宅地耐震化推進事業（防
災・安全）

伊達市 2,151 

北塩原村宅地耐震化推進事業
（防災・安全）

北塩原村 2,025 

塙町宅地耐震化推進事業（防
災・安全）

塙町 1,710 

石川町における災害に強いまち
づくりの推進

石川町 20,400 

浅川町宅地耐震化推進事業（防
災・安全）

浅川町 2,129 

小野町宅地耐震化推進事業（防
災・安全）

小野町 1,753 

葛尾村宅地耐震化推進事業（防
災・安全）

葛尾村 4,419 

飯舘村宅地耐震化推進事業（防
災・安全）

飯舘村 757 

9,192,760 

※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４年度予算　社会資本整備総合交付金の配分

（福島県）
復興（復興庁計上分） （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備   考

復興を支え、災害に強い道路整備の
推進（復興基本方針関連（復興））

福島県、福島市、郡山市、相馬市、南相馬市、
新地町、楢葉町、浪江町、双葉町、広野町

10,272,000

10,272,000

※　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


