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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：栃木県 (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 矢板市 矢板拡幅 520

改築 国道4号 矢板市～那須塩原市 矢板大田原バイパス 330

改築 国道4号 那須塩原市 西那須野道路 705

改築 国道121号 日光市 日光川治防災 315

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：栃木県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

粟宮歩道整備（小山市） 134

雀宮駅前歩道整備（宇都宮市） 215

雀宮(駅北)歩道整備（宇都宮市） 140

上横田１・２工区歩道整備（宇都宮市） 86

平出工業団地交差点改良（宇都宮市） 160

那須町以北線形改良（那須町） 157

小山（東）交差点改良（小山市） 10

上渋垂町交差点改良（足利市） 5

久保田町交差点改良（足利市） 5

交通安全 国道50号 小山市、足利市 栃木50号交通安全対策 20

路線名 備考

交通安全 国道4号
小山市、
宇都宮市、
那須町

栃木4号交通安全対策 892



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：栃木県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

小山喜沢電線共同溝（小山市) 347

下野市笹原電線共同溝（下野市) 1

下野市薬師寺電線共同溝（下野市) 100

下古山・茂原電線共同溝（下野市、
宇都宮市) 100

下古山・茂原（２）電線共同溝（下野市、
宇都宮市) 132

西原・簗瀬電線共同溝（宇都宮市) 20

平出工業団地（２）電線共同溝（宇都宮市) 30

平出工業団地電線共同溝（宇都宮市) 215

下岡本町電線共同溝（宇都宮市) 20

中岡本町電線共同溝（宇都宮市) 30

995電線共同溝

路線名 備考

栃木4号電線共同溝国道4号
小山市、下野市、
宇都宮市



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：栃木県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費路線名 備考

足利市福富町電線共同溝 3

足利市福富町（２）電線共同溝 14

17電線共同溝 栃木50号電線共同溝国道50号 足利市



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：栃木県 (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119号 宇都宮市 宇都宮環状北道路 136 茨城西部・宇都宮広域連絡道路

改築 国道408号
宇都宮市、高根
沢町

宇都宮高根沢バイパス 1,795 常総・宇都宮東部連絡道路

改築 国道408号
真岡市、宇都宮
市

真岡～宇都宮バイパス 700 常総・宇都宮東部連絡道路

改築 国道408号 真岡市 真岡南バイパス 656 常総・宇都宮東部連絡道路

改築 国道400号 那須塩原市 三島・西赤田 400

改築 国道400号 大田原市 新富町 200

改築 国道294号 真岡市 二宮拡幅 355

改築 （市） 6438号線 宇都宮市 (仮称)大谷スマートICアクセス 63

改築 （市） 6439号線 宇都宮市 (仮称)大谷スマートICアクセス 18

改築 （市） 52200号線 栃木市 (仮称)都賀西方スマートICアクセス 238

改築 （市） 53111号線 栃木市 (仮称)都賀西方スマートICアクセス 100

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：栃木県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費路線名 備考

改築 （市） 赤見304号線 佐野市
(仮称)出流原PAスマートICアクセ
ス

17

改築 （市） 赤見305号線 佐野市
(仮称)出流原PAスマートICアクセ
ス

19

改築 （市） 1-2号線 下野市 (仮称)下野スマートICアクセス 77

改築 （都） 大通り 宇都宮市 駒生町工区 670



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：栃木県 (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121号 日光市 五十里 55

土砂災害対策 国道122号 日光市 足尾 122

土砂災害対策 (主) 鹿沼足尾線 鹿沼市 上粕尾 30

土砂災害対策 (主) 大子那須線 大田原市 南方 5

土砂災害対策 (主) 那須黒羽茂木線
那須烏山市、那
珂川町

小原沢、富山 46

土砂災害対策 (主) 黒磯棚倉線 那須町 梓 5

土砂災害対策 (主) 桐生田沼線 佐野市 飛駒町 5

土砂災害対策 (主) 塩原矢板線 那須塩原市 塩原 35

土砂災害対策 (一) 名草小俣線 足利市 松田町 41

土砂災害対策 (一) 松田大月線 足利市 松田町 55

土砂災害対策 (一) 草久粟野線 鹿沼市 入粟野 15

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：栃木県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費路線名 備考

土砂災害対策 (一) 中宮祠足尾線 日光市 半月 35

土砂災害対策 (一) 県民の森矢板線 矢板市 長井 30

土砂災害対策 (一) 小来川清滝線 日光市 滝ヶ原 49

土砂災害対策 (一) 黒磯田島線 那須塩原市 深山 32



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：栃木県 (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 栃木県 栃木県無電柱化推進計画事業 1,328

(国)121号(天神町工区)〔鹿沼市〕、(国)293号(上田町
工区)〔鹿沼市〕、(国)294号(旭交差点工区)〔那須烏山
市〕、(国)352号(大師町工区)〔壬生町〕、(国)293号(堀
込町工区)〔足利市〕、(主)那須黒羽茂木線(茂木工区)
〔茂木町〕、(主)宇都宮亀和田栃木線(大町Ⅱ工区)〔栃
木市〕、(主)栃木佐野線(倭町工区)〔栃木市〕、(一)石
末真岡線(中郷･萩田工区)〔真岡市〕、(一)烏山停車場
線(中央工区)〔那須烏山市〕、(一)烏山停車場線(南工
区)〔那須烏山市〕、(都)おもちゃのまち下古山線(おも
ちゃのまち工区)〔壬生町〕、(都)国谷駅前線(至宝工
区)〔壬生町〕、(都)前橋水戸線(高砂町Ⅰ工区)〔佐野
市〕、(都)中田原美原線(城山工区)〔大田原市〕、(都)
藤原西那須野線(五軒町工区)〔那須塩原市〕



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：栃木県 (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） 栃木県 栃木県通学路緊急対策推進計画 3,195

富屋小学校、山辺小学校、皆川城東小学校、岩舟小
学校、国府南小学校、赤津小学校、栃木第五小学
校、あそ野学園義務教育学校、犬伏小学校、田沼小
学校、粟野小学校、永野小学校、西小学校、南押原
小学校、北押原小学校、山前小学校、真岡東小学
校、金丸小学校、湯津上小学校、江川小学校、上三
川小学校、七井小学校、中川小学校、赤羽小学校、
芳賀東小学校、芳賀南小学校、玉生小学校、船生小
学校、大宮小学校、東陽小学校、馬頭小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 足利市 栃木県足利市通学路緊急対策推進計画 23 三重小学校、北郷小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 栃木市 栃木県栃木市通学路緊急対策推進計画 62 岩舟小学校、栃木中央小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 真岡市 栃木県真岡市通学路緊急対策推進計画 30
久下田小学校、真岡西小学校、大内西小学校、大内
中央小学校、中村小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 大田原市 栃木県大田原市通学路緊急対策推進計画 32 佐久山小学校、紫塚小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 茂木町 栃木県茂木町通学路緊急対策推進計画 1 茂木小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 那須町 栃木県那須町通学路緊急対策推進計画 1 黒田原小学校



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：栃木県 (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 足利市 第一大岩踏切道 足利市 40

踏切道改良計画事業 栃木市 日光線第224号踏切道 栃木県 90

踏切道改良計画事業 大田原市 第一大田原街道踏切道 栃木県 270



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：栃木県 (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 栃木県 橋梁長寿命化修繕計画 2,252 別紙参照

道路メンテナンス事業 栃木県 トンネル長寿命化修繕計画 25 別紙参照

道路メンテナンス事業 栃木県 道路附属物等長寿命化修繕計画 118 別紙参照

道路メンテナンス事業 宇都宮市 橋梁長寿命化修繕計画 557 別紙参照

道路メンテナンス事業 宇都宮市 道路附属物等長寿命化修繕計画 29 別紙参照

道路メンテナンス事業 足利市 橋梁長寿命化修繕計画 89 別紙参照

道路メンテナンス事業 栃木市 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 佐野市 橋梁長寿命化修繕計画 61 別紙参照

道路メンテナンス事業 鹿沼市 橋梁長寿命化修繕計画 89 別紙参照

道路メンテナンス事業 日光市 橋梁長寿命化修繕計画 161 別紙参照

道路メンテナンス事業 日光市 トンネル長寿命化修繕計画 12 別紙参照

道路メンテナンス事業 小山市 橋梁長寿命化修繕計画 35 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：栃木県 (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 真岡市 橋梁長寿命化修繕計画 125 別紙参照

道路メンテナンス事業 大田原市 橋梁長寿命化修繕計画 118 別紙参照

道路メンテナンス事業 大田原市 道路附属物等長寿命化修繕計画 5 別紙参照

道路メンテナンス事業 矢板市 橋梁長寿命化修繕計画 32 別紙参照

道路メンテナンス事業 那須塩原市 橋梁長寿命化修繕計画 84 別紙参照

道路メンテナンス事業 さくら市 橋梁長寿命化修繕計画 13 別紙参照

道路メンテナンス事業 那須烏山市 橋梁長寿命化修繕計画 109 別紙参照

道路メンテナンス事業 下野市 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 上三川町 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 益子町 橋梁長寿命化修繕計画 20 別紙参照

道路メンテナンス事業 茂木町 橋梁長寿命化修繕計画 41 別紙参照

道路メンテナンス事業 市貝町 橋梁長寿命化修繕計画 12 別紙参照

道路メンテナンス事業 芳賀町 橋梁長寿命化修繕計画 29 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：栃木県 (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 壬生町 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 野木町 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 塩谷町 橋梁長寿命化修繕計画 36 別紙参照

道路メンテナンス事業 高根沢町 橋梁長寿命化修繕計画 10 別紙参照

道路メンテナンス事業 那須町 橋梁長寿命化修繕計画 89 別紙参照

道路メンテナンス事業 那珂川町 橋梁長寿命化修繕計画 45 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
栃木県

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

栃木県橋梁長寿命化修繕計画
栃木県 栃木市 県道11号線 片柳橋 橋梁 修繕
栃木県 下野市 県道183号線 雷橋 橋梁 修繕
栃木県 佐野市 県道210号線 天神橋側道橋 橋梁 修繕
栃木県 栃木市 県道3号線 金井跨線橋(下り） 橋梁 修繕
栃木県 栃木市 県道3号線 金井跨線橋(上り） 橋梁 修繕
栃木県 茂木町 県道171号 車田橋 橋梁 修繕
栃木県 日光市 国道119号 日光橋 橋梁 修繕
栃木県 宇都宮市 県道10号線 錦橋 橋梁 修繕
栃木県 高根沢町 県道10号線 新冷子川橋（下り線） 橋梁 修繕
栃木県 高根沢町 県道10号線 新冷子川橋（上り線） 橋梁 修繕
栃木県 さくら市 県道114号線 金龍橋 橋梁 修繕
栃木県 足利市 県道128号線 川崎橋 橋梁 修繕
栃木県 那須烏山市 県道12号線 烏山大橋 橋梁 修繕
栃木県 芳賀町 県道156号線 開運橋 橋梁 修繕
栃木県 芳賀町 県道156号線 開運橋側道橋 橋梁 修繕
栃木県 小山市 県道160号線 網戸大橋 橋梁 修繕
栃木県 真岡市 県道166号線 大根田橋 橋梁 修繕
栃木県 大田原市 県道167号線 福原橋 橋梁 修繕
栃木県 佐野市 県道16号線 富岡跨線橋 橋梁 修繕
栃木県 大田原市 県道170号線 西坪橋 橋梁 修繕
栃木県 大田原市 県道182号線 旭橋 橋梁 修繕
栃木県 佐野市 県道223号線 高橋大橋 橋梁 修繕
栃木県 足利市 県道223号線 新明陸橋 橋梁 修繕
栃木県 日光市 県道23号線 白萩橋 橋梁 修繕
栃木県 鹿沼市 県道246号線 追地口橋 橋梁 修繕
栃木県 日光市 県道250号線 １２号橋 橋梁 修繕
栃木県 塩谷町 県道273号線 元古屋橋 橋梁 修繕
栃木県 日光市 県道293号線 梅橋 橋梁 修繕
栃木県 宇都宮市 県道2号線 鶴田跨線橋（１） 橋梁 修繕
栃木県 那須塩原市 県道303号線 黒磯跨線橋 橋梁 修繕
栃木県 栃木市 県道309号線 平柳跨線橋（１） 橋梁 修繕
栃木県 栃木市 県道309号線 片柳跨線橋 橋梁 修繕
栃木県 那須塩原市 県道30号線 町井橋 橋梁 修繕
栃木県 那須町 県道344号線 苦戸川橋 橋梁 修繕
栃木県 壬生町 県道3号線 前原橋 橋梁 修繕
栃木県 大田原市 県道48号線 旭橋 橋梁 修繕
栃木県 大田原市 県道48号線 旭橋側道橋(下流側） 橋梁 修繕
栃木県 大田原市 県道48号線 旭橋側道橋(上流側） 橋梁 修繕
栃木県 鹿沼市 県道58号線 字穴橋 橋梁 修繕
栃木県 鹿沼市 県道58号線 足尾沢橋 橋梁 修繕
栃木県 鹿沼市 県道58号線 中ノ内橋 橋梁 修繕
栃木県 那須塩原市 県道60号線 昭明橋 橋梁 修繕
栃木県 宇都宮市 県道63号線 上小倉橋 橋梁 修繕
栃木県 宇都宮市 県道6号線 楡木跨線橋 橋梁 修繕
栃木県 大田原市 県道72号線 三代橋 橋梁 修繕
栃木県 大田原市 県道72号線 蛇尾橋 橋梁 修繕
栃木県 宇都宮市 県道73号線 岡本跨線橋 橋梁 修繕
栃木県 足利市 県道8号線 福猿橋 橋梁 修繕
栃木県 日光市 国道120号 大谷橋 橋梁 修繕
栃木県 日光市 国道121号 鬼怒岩橋 橋梁 修繕
栃木県 宇都宮市 国道121号 西川田跨線橋（外回り） 橋梁 修繕
栃木県 宇都宮市 国道121号 西川田跨線橋（側道部） 橋梁 修繕
栃木県 宇都宮市 国道121号 西川田跨線橋（内回り） 橋梁 修繕
栃木県 茂木町 国道123号 新十石橋 橋梁 修繕
栃木県 栃木市 国道293号 金崎立体橋（上り） 橋梁 修繕
栃木県 鹿沼市 国道293号 朝日橋 橋梁 修繕
栃木県 那須烏山市 国道294号 向田橋 橋梁 修繕
栃木県 那須烏山市 国道294号 初音橋 橋梁 修繕
栃木県 鹿沼市 国道352号 大日前橋 橋梁 修繕
栃木県 那須塩原市 国道400号 猿岩橋 橋梁 修繕
栃木県 那須塩原市 国道400号 澄鮮橋 橋梁 修繕
栃木県 大田原市 国道461号 那珂橋 橋梁 修繕
栃木県 佐野市 県道200号線 辺釣橋 橋梁 更新
栃木県 高根沢町 県道225号線 太田堀橋 橋梁 更新



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
栃木県
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栃木県 小山市 県道50号線 乙女大橋 橋梁 更新
栃木県 宇都宮市 県道70号線 大谷橋 橋梁 更新
栃木県 日光市 国道122号 神子内橋(旧) 橋梁 撤去
栃木県 点検計画

栃木県トンネル長寿命化修繕計画
栃木県 大田原市 県道13号線 明神トンネル トンネル 修繕
栃木県 那須塩原市 県道369号線 深山トンネル トンネル 修繕

栃木県道路附属物等長寿命化修繕計画
栃木県 栃木市 国道293号 西方小学校前歩道橋 道路附属物等 修繕
栃木県 下野市 国道310号 自治医大前歩道橋(東) 道路附属物等 修繕
栃木県 小山市 県道18号線 扶桑歩道橋 道路附属物等 修繕
栃木県 那須塩原市 県道266号線 板室洞門 道路附属物等 修繕
栃木県 佐野市 県道270号線 向川原歩道橋 道路附属物等 修繕
栃木県 壬生町 県道2号線 壬生中学校前歩道橋 道路附属物等 修繕
栃木県 矢板市 県道30号線 片岡歩道橋 道路附属物等 修繕
栃木県 那須塩原市 県道369号線 稲村歩道橋 道路附属物等 修繕
栃木県 小山市 県道36号線 中小学校前歩道橋 道路附属物等 修繕
栃木県 宇都宮市 県道3号線 下砥上アンダー 道路附属物等 修繕
栃木県 佐野市 県道67号線 伊勢山北歩道橋 道路附属物等 修繕
栃木県 宇都宮市 国道121号 宮の内アンダー 道路附属物等 修繕
栃木県 宇都宮市 国道121号 塚山古墳アンダー 道路附属物等 修繕

宇都宮市橋梁長寿命化修繕計画
宇都宮市 宇都宮市 市道１０００２号線 御宮橋 橋梁 修繕
宇都宮市 宇都宮市 市道１０１１２号線 はっちょう橋 橋梁 修繕
宇都宮市 宇都宮市 市道１３８号線 金井田橋 橋梁 修繕
宇都宮市 宇都宮市 市道１３９３号線 大塚橋 橋梁 修繕
宇都宮市 宇都宮市 市道２０２４５号線 西鬼怒川橋 橋梁 修繕
宇都宮市 宇都宮市 市道２７１１号線 川田大橋 橋梁 修繕
宇都宮市 宇都宮市 市道３２２４号線 淀橋 橋梁 修繕
宇都宮市 宇都宮市 市道４８６号線 486-1号橋 橋梁 修繕
宇都宮市 宇都宮市 市道７１３号線 田町与橋 橋梁 修繕
宇都宮市 宇都宮市 市道７号線 幸橋 橋梁 修繕
宇都宮市 宇都宮市 市道１０００５号線 西芦沼橋 橋梁 修繕
宇都宮市 宇都宮市 市道３１４６号線 鬼怒橋 橋梁 修繕
宇都宮市 宇都宮市 市道８０４号線 こくめ田橋 橋梁 修繕
宇都宮市 点検計画

宇都宮市道路附属物等長寿命化修繕計画
宇都宮市 宇都宮市 市道４号線 簗瀬歩道橋 道路附属物等 修繕
宇都宮市 宇都宮市 市道６９９号線 道路情報提供装置 道路附属物等 修繕
宇都宮市 宇都宮市 市道６９９号線 道路情報提供装置 道路附属物等 修繕

足利市橋梁長寿命化修繕計画
足利市 足利市 市道養命通り 養命橋 橋梁 修繕
足利市 点検計画

栃木市橋梁長寿命化修繕計画
栃木市 栃木市 市道14019号線 牛落橋 橋梁 更新
栃木市 点検計画

佐野市橋梁長寿命化修繕計画
佐野市 佐野市 市道1級7号線 植野89号橋 橋梁 修繕
佐野市 佐野市 市道１級８号線 吾妻33号橋 橋梁 修繕
佐野市 佐野市 市道225号線 葛和田橋 橋梁 修繕
佐野市 佐野市 市道229号線 柴土橋 橋梁 修繕
佐野市 佐野市 市道236号線 中木戸橋 橋梁 修繕
佐野市 佐野市 市道宮原前沢線 前沢橋 橋梁 修繕
佐野市 点検計画

鹿沼市橋梁長寿命化修繕計画
鹿沼市 鹿沼市 市道０３４７号線 新鹿沼橋 橋梁 修繕
鹿沼市 鹿沼市 市道ア７０２号線 拍子木橋 橋梁 修繕
鹿沼市 点検計画

日光市橋梁長寿命化修繕計画
日光市 日光市 市道足306007号線 足尾橋 橋梁 修繕
日光市 日光市 市道栗20013号線 湯平橋 橋梁 修繕
日光市 日光市 市道今1015号線 城の橋 橋梁 修繕
日光市 日光市 市道今2063号線 猪頭橋 橋梁 修繕
日光市 日光市 市道今33155号線 小峯橋 橋梁 修繕
日光市 日光市 市道今35072号線 堀端橋 橋梁 修繕
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日光市 日光市 市道今53406号線 山ノ上橋 橋梁 修繕
日光市 日光市 市道足224001号線 細鈴橋 橋梁 修繕
日光市 日光市 市道足224001号線 赤上橋 橋梁 修繕
日光市 日光市 市道足224001号線 大岩橋 橋梁 修繕
日光市 日光市 市道足224001号線 峠沢橋 橋梁 修繕
日光市 日光市 市道日35044号線 滝の沢橋 橋梁 修繕
日光市 点検計画

日光市トンネル長寿命化修繕計画
日光市 日光市 市道今2068号線 月山第一トンネル トンネル 修繕

小山市橋梁長寿命化修繕計画
小山市 小山市 市道1204号線 1204－1芝原橋 橋梁 修繕
小山市 小山市 市道31号線 31－2宝来橋 橋梁 修繕
小山市 点検計画

真岡市橋梁長寿命化修繕計画
真岡市 真岡市 市道３３３４号線 ９７号橋 橋梁 修繕
真岡市 真岡市 市道５２２１号線 報徳橋 橋梁 修繕
真岡市 真岡市 市道５５４４号線 中峯大橋 橋梁 修繕
真岡市 真岡市 市道６０７９号線 泉橋 橋梁 修繕
真岡市 真岡市 市道６１６６号線 21033 橋梁 修繕
真岡市 真岡市 市道１２３号線 阿部岡橋 橋梁 撤去
真岡市 点検計画

大田原市橋梁長寿命化修繕計画
大田原市 大田原市 荻野目親園線 荻の目橋 橋梁 修繕
大田原市 大田原市 奥沢３号線 下坪橋 橋梁 修繕
大田原市 大田原市 親園3号線 矢島橋 橋梁 修繕
大田原市 大田原市 北野上17号線 大杉橋 橋梁 修繕
大田原市 大田原市 須賀川21号線 清水橋 橋梁 修繕
大田原市 大田原市 ライスライン金田線 熊川橋 橋梁 修繕
大田原市 点検計画

大田原市道路附属物等長寿命化修繕計画
大田原市 大田原市 内環状北大通り線 北大通り横断歩道橋 道路附属物等 修繕

矢板市橋梁長寿命化修繕計画
矢板市 矢板市 市道扇町末広町1号歩行者道 矢板駅構内跨線人道橋 橋梁 修繕
矢板市 矢板市 市道川崎反町幸岡1号線 川崎反町幸岡1号線1番橋 橋梁 修繕
矢板市 点検計画

那須塩原市橋梁長寿命化修繕計画
那須塩原市 那須塩原市 黒磯駅東西連絡橋線 東西連絡橋 橋梁 修繕
那須塩原市 那須塩原市 要害1号線 要害1号橋 橋梁 修繕
那須塩原市 点検計画

さくら市橋梁長寿命化修繕計画
さくら市 点検計画

那須烏山市橋梁長寿命化修繕計画
那須烏山市 那須烏山市 市道小倉藤田線 藤田橋 橋梁 修繕
那須烏山市 那須烏山市 市道三箇小白井線 青雲橋 橋梁 修繕
那須烏山市 点検計画

下野市橋梁長寿命化修繕計画
下野市 下野市 市道8333号線 坪山橋 橋梁 修繕
下野市 点検計画

上三川町橋梁長寿命化修繕計画
上三川町 上三川町 町道3-209号線 3-209-3号橋 清水橋 橋梁 修繕
上三川町 上三川町 町道4-202号線 4-202-1号橋 道城橋 橋梁 修繕
上三川町 点検計画

益子町橋梁長寿命化修繕計画
益子町 益子町 町道23号線 大和田橋 橋梁 修繕
益子町 点検計画

茂木町橋梁長寿命化修繕計画
茂木町 茂木町 町道林石沢線 中飯橋 橋梁 修繕
茂木町 点検計画

市貝町橋梁長寿命化修繕計画
市貝町 点検計画

芳賀町橋梁長寿命化修繕計画
芳賀町 芳賀町 町道0117号線 五行橋 橋梁 修繕
芳賀町 点検計画

壬生町橋梁長寿命化修繕計画
壬生町 点検計画
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野木町橋梁長寿命化修繕計画
野木町 野木町 町道一級幹線5号線 友沼橋 橋梁 修繕
野木町 点検計画

塩谷町橋梁長寿命化修繕計画
塩谷町 塩谷町 町道鳥羽新田丸山線 高原橋 橋梁 修繕
塩谷町 塩谷町 町道船場西古屋線 白石橋 橋梁 修繕
塩谷町 点検計画

高根沢町橋梁長寿命化修繕計画
高根沢町 点検計画

那須町橋梁長寿命化修繕計画
那須町 那須町 町道喰木原6号線 第2橋 橋梁 修繕
那須町 那須町 町道相鉄3号幹線 五峰橋 橋梁 修繕
那須町 那須町 町道那須南幹線 大清水1号橋 橋梁 修繕
那須町 那須町 町道丸山・松子線 開運橋 橋梁 修繕
那須町 点検計画

那珂川町橋梁長寿命化修繕計画
那珂川町 那珂川町 町道大月沢線 上大月2号橋 橋梁 修繕
那珂川町 那珂川町 町道浄法寺新屋敷2号線 寺屋敷橋 橋梁 修繕
那珂川町 那珂川町 町道備中沢線 備中沢4号橋 橋梁 修繕
那珂川町 那珂川町 町道上高野1号線 上高野1号橋 橋梁 更新
那珂川町 那珂川町 町道浄法寺桑の木田線 下坪橋 橋梁 更新
那珂川町 点検計画



令和４年度　地方創生道整備推進交付金（市町村道）　箇所表

所　　　管：国土交通省 ※市町村名は令和４年３月１日現在で作成

都道府県名：栃木県 単位：百万円

暮らして満足、訪ねて納得、自然と笑顔になれるまちづくり計画 日光市 47

地域を結び、魅力をつなぐ、進化のまちづくり計画 さくら市 85

木と共に暮らす快適なまちづくり計画 鹿沼市 199

「那須野が原台地」の観光・農業を支えるみちネットワーク計画
那須塩原市

那須町
220

　小　計 552

※地方創生道整備推進交付金については、国は地域再生計画毎に予算を配分し、個別路線については地方自治体において自由に設定します。
※四捨五入の関係で、各計数の和が合計と一致しないところがあります。

地域再生計画の名称
事業箇所

（市町村名）
国費 備　　考



栃 木 県

水管理・国土保全局



令和４年度当初予算　河川事業（直轄・栃木県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

利根川 利根川上流 一般河川改修事業 6,339　

≪茨城県
いばらきけん

≫守谷市
も り や し

、取手市
と り で し

、古河市
こ が し

、五霞町
ご か ま ち

、境町
さかいまち

≪群馬県
ぐんま けん

≫板倉町
いた くらまち

≪栃木県
と ちぎけん

≫野木町
の ぎ ま ち

≪埼玉県
さいたまけん

≫久喜市
く き し

、加須市
か ぞ し

、羽生市
は に ゅ うし

、行田市
ぎ ょ う だ し

利根川 渡良瀬川下流 一般河川改修事業 567　 足利市
あしか がし

、佐野市
さ の し

利根川 渡良瀬川上流 一般河川改修事業 20　

利根川 鬼怒川 一般河川改修事業 1,736　
≪茨城県
いばらきけん

≫下妻市
し も つ まし

、結城市
ゆ う き し

≪栃木県
と ちぎけん

≫真岡市
も お か し

那珂川 那珂川 一般河川改修事業 486　

利根川 渡良瀬川上流 特定構造物改築事業 13　 足利市
あしか がし

利根川 利根川上流 河川工作物関連応急対策事業 30　

利根川 渡良瀬川 河川工作物関連応急対策事業 15　

利根川 鬼怒川 河川工作物関連応急対策事業 40　

利根川 小貝川 河川工作物関連応急対策事業 30　



令和４年度当初予算　河川事業（直轄・栃木県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

利根川 総合水系環境整備事業 1,549　

≪茨城県
いばらきけん

≫稲敷市
い な し きし

、行方
なめがた

市
し

、鉾田
ほ こ た

市
し

、神栖市
か み す し

、土浦市
つ ち う ら し

、

　　　　　　　　かすみがうら市
し

、結城市
ゆ う き し

、下妻市
し も つ まし

、常総市
じ ょうそ うし

、

　　　　　　　　守谷市
も り や し

、筑西市
ち く せ いし

、つくばみらい市
し

、鹿嶋市
か し ま し

、

　　　　　　　　潮来市
い た こ し

、石岡市
いしお かし

、小美玉市
お み た ま し

、八千代町
や ち よ ま ち

、

　　　　　　　　阿見町
あ み ま ち

、美浦村
み ほ む ら

≪栃木県
と ちぎけん

≫足利市
あしか がし

≪埼玉県
さいたまけん

≫八潮市
や し お し

≪千葉県
ち ば け ん

≫野田市
の だ し

、流山市
ながれやまし

、柏市
かしわし

、香取市
か と り し

、銚子市
ち ょ う し し

、

　　　　　　　　東庄町
とうのしょうまち

（※）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・栃木県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

利根川 秋山川 河川激甚災害対策特別緊急事業 300　 佐野市
さ の し

利根川 巴波川 河川激甚災害対策特別緊急事業 970　 栃木
と ち ぎ

市
し

利根川 武名瀬川 大規模特定河川事業 185　 上三川町
かみのかわまち

利根川 姿川 大規模特定河川事業 184　 宇都宮市
う つ の み や し

利根川 武子川 大規模特定河川事業 10　 鹿沼市
か ぬ ま し

利根川 巴波川 大規模特定河川事業 50　 栃木市
と ち ぎ し

、小山
おや ま

市
し

利根川 旗川 大規模特定河川事業 50　 足利市
あしかがし

利根川 名草川 大規模特定河川事業 50　 足利市
あしかがし



栃木県

　直轄ダム事業
（単位：百万円）

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備考

以下の金額は工事諸費等を含めたもの

堰堤改良事業 利根川川俣ダム 50 54

利根川川治ダム 120 148

水資源開発事業 利根川思川開発 18,563 20,234



令和４年度当初予算　ダムメンテナンス事業（補助・栃木県）

（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 日光市、足利市 116 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・栃木県）

別　　　紙

実施主体 市町村名 水系名 河川名 ダム名

日光市 利根川 三河沢川 三河沢ダム

足利市 利根川 松田川 松田川ダム
栃木県



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

とねがわ おじかがわ せりざわ せりざわとこがためぐん にっこうし せりざわ

日光砂防 砂防 利根川 男鹿川 芹沢 芹沢床固群 日光市 芹沢 床固工 318
とねがわ おじかがわ いどさわ かみみよりさぼうえんていぐん にっこうし かみみより

利根川 男鹿川 井戸沢 上三依砂防堰堤群 日光市 上三依 砂防堰堤工 58
砂防
合計 2 箇所 376

とねがわ だいやがわ あらさわ にのさわさんぷくこう にっこうし にっこう

火山砂防 利根川 大谷川 荒沢 二ノ沢山腹工 日光市 日光 山腹工 60
とねがわ だいやがわ うまがえしさんぷくこう にっこうし ほそおまち

利根川 大谷川 馬返山腹工 日光市 細尾町 山腹工 160
とねがわ だいやがわ いなりがわ いなりがわさんぷくこう にっこうし にっこう

利根川 大谷川 稲荷川 稲荷川山腹工 日光市 日光 山腹工 130
とねがわ だいやがわ あらさわ あらさわさぼうえんていぐん にっこうし にっこう

利根川 大谷川 荒沢 荒沢砂防堰堤群 日光市 日光 砂防堰堤工 80
とねがわ だいやがわ けごんじょうりゅうさぼうえんてい にっこうし ちゅうぐうし

利根川 大谷川 華厳上流砂防堰堤 日光市 中宮祠 砂防堰堤工 180
とねがわ だいやがわ ところのうえさわ ところのちくさぼうえんていぐん にっこうし ところの

利根川 大谷川 所野上沢 所野地区砂防堰堤群 日光市 所野 砂防堰堤工 2
とねがわ だいやがわ だいやがわりゅういきしせつかいちく にっこうし にっこう

利根川 大谷川 大谷川流域施設改築 日光市 日光 砂防堰堤工 655
とねがわ だいやがわ だいやがわとこがためぐん にっこうし ところの

利根川 大谷川 大谷川床固群 日光市 所野 床固工 150
とねがわ きぬがわ おおごとさわ おおごとさわだいごさぼうえんてい にっこうし のかど

利根川 鬼怒川 大事沢 大事沢第５砂防堰堤 日光市 野門 砂防堰堤工 180
とねがわ きぬがわ からさわ わみさわさんぷくこう にっこうし かみくりやま

利根川 鬼怒川 唐沢 ワミ沢山腹工 日光市 上栗山 山腹工 180
とねがわ きぬがわ のかどさわ のかどさわさんぷくこう にっこうし のかど

利根川 鬼怒川 野門沢 野門沢山腹工 日光市 野門 山腹工 170
とねがわ きぬがわ きぬがわりゅういきしせつかいちく にっこうし かわまた

利根川 鬼怒川 鬼怒川流域施設改築 日光市 川俣 砂防堰堤工 488
とねがわ きぬがわ のかどさわ のかどさわさぼうえんてい にっこうし のかど

利根川 鬼怒川 野門沢 野門沢砂防堰堤 日光市 野門 砂防堰堤工 146
とねがわ きぬがわ なかまちうえさわ たかとくちくさぼうえんていぐん にっこうし たかとく

利根川 鬼怒川 中町上沢 高徳地区砂防堰堤群 日光市 高徳 砂防堰堤工 110
とねがわ きぬがわ ゆざわ ゆざわさぼうえんていぐん にっこうし かわまた

利根川 鬼怒川 湯沢 湯沢砂防堰堤群 日光市 川俣 砂防堰堤工 10
火山砂防
合計 15 箇所 2,701

令和４年度　直轄砂防事業箇所別調書（栃木県　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

日光砂防 合計 17 箇所 3,077

令和４年度　直轄砂防事業箇所別調書（栃木県　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

とねがわ わたらせがわ まつきさんぷくこう にっこうし あしおまち

渡良瀬川河川 砂防 利根川 渡良瀬川 松木山腹工 日光市 足尾町 山腹工 58
とねがわ わたらせがわ にたもとがわ にたもとがわさぼうえんていかいちく にっこうし あしおまち

利根川 渡良瀬川 仁田元川 仁田元川砂防堰堤改築 日光市 足尾町 砂防堰堤工 29
とねがわ わたらせがわ まつきがわ まつきがわじょうりゅうえんていぐんかいちく にっこうし あしおまち

利根川 渡良瀬川 松木川 松木川上流堰堤群改築 日光市 足尾町 砂防堰堤工 29
とねがわ わたらせがわ まつきがわ まつきがわいちごうさぼうえんていかいちく にっこうし あしおまち

利根川 渡良瀬川 松木川 松木川一号砂防堰堤改築 日光市 足尾町 砂防堰堤工 235
とねがわ わたらせがわ こうしんがわ こたきがわいちごうさぼうえんてい にっこうし あしおまちきりみき

利根川 渡良瀬川 庚申川 小滝川一号砂防堰堤 日光市 足尾町切幹 砂防堰堤工 34
とねがわ わたらせがわ うつのこもりがわ うつのこもりがわさんごうさぼうえんてい にっこうし あしおまちうつのこもり

利根川 渡良瀬川 内篭川 内篭川三号砂防堰堤 日光市 足尾町内ノ篭 砂防堰堤工 33
とねがわ わたらせがわ あしおかんないさぼうしせつかいちく にっこうし あしおまち

利根川 渡良瀬川 足尾管内砂防施設改築 日光市 足尾町 砂防堰堤工 132

合計 7 箇所 550

令和４年度　直轄砂防事業箇所別調書（栃木県　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



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 とねがわ こいわはなさわ かぬまし ひきだ さぼうえんていこう

砂防等事業 利根川 小岩花沢 鹿沼市 引田 砂防堰堤工 70

とねがわ しまださわ かぬまし かみながの さぼうえんていこう

利根川 島田沢 鹿沼市 上永野 砂防堰堤工 60

とねがわ つきぎさわ かぬまし なかあわの さぼうえんていこう

利根川 付木沢 鹿沼市 中粟野 砂防堰堤工 6
とねがわ いどのさわ にっこうし あしおまちはら さぼうえんていこう

利根川 井戸ノ沢 日光市 足尾町原 砂防堰堤工 25
とねがわ にいやさわ にっこうし ひがしおころがわ さぼうえんていこう

利根川 新谷沢 日光市 東小来川 砂防堰堤工 25

とねがわ しもこあみなかさわ にっこうし ふじはら さぼうえんていこう

利根川 下小網中沢 日光市 藤原 砂防堰堤工 19
なかがわ かわまたせきね－１ はがぐん もてぎまち かわまたせきね さぼうえんていこう

那珂川 河又関根－１ 芳賀郡 茂木町 河又関根 砂防堰堤工 30
とねがわ にしこうちいちごうさわ とちぎし いわふねまちおのでら さぼうえんていこう

利根川 西耕地一号沢 栃木市 岩舟町小野寺 砂防堰堤工 30

とねがわ てんちょうしもさわ しおやぐん しおやまち ふにゅう さぼうえんていこう

利根川 天頂下沢 塩谷郡 塩谷町 船生 砂防堰堤工 30

なかがわ たまちいちごうさわ おおたわらし くろばねたまち さぼうえんていこう

那珂川 田町一号沢 大田原市 黒羽田町 砂防堰堤工 10

なかがわ たまちにごうさわ おおたわらし くろばねたまち さぼうえんていこう

那珂川 田町二号沢 大田原市 黒羽田町 砂防堰堤工 10

なかがわ やまなかさわ なすぐん なすまち よりい さぼうえんていこう

那珂川 山中沢 那須郡 那須町 寄居 砂防堰堤工 6

なかがわ こじったさわ なすぐん なすまち みのさわ さぼうえんていこう

那珂川 木下沢 那須郡 那須町 簑沢 砂防堰堤工 20

なかがわ あらやしきさんごうさわ なすからすやまし おおぎす さぼうえんていこう

那珂川 新屋敷三号沢 那須烏山市 大木須 砂防堰堤工 60

とねがわ ばばさわ あしかがし まつだちょう さぼうえんていこう

利根川 馬場沢 足利市 松田町 砂防堰堤工 10

とねがわ よべよんごうさわ あしかがし つきやちょう さぼうえんていこう

利根川 五十部四号沢 足利市 月谷町 砂防堰堤工 30

とねがわ さわひがしさんごうさわ さのし うめぞのちょう さぼうえんていこう

利根川 川東沢三号 佐野市 梅園町 砂防堰堤工 3

とねがわ まがりやさわ さのし ふなこしちょう さぼうえんていこう

利根川 曲屋沢 佐野市 船越町 砂防堰堤工 20

とねがわ ふじくらさわ さのし せんばちょう さぼうえんていこう

利根川 藤倉沢 佐野市 仙波町 砂防堰堤工 30

19箇所 494

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（栃木県　1/5）

事業区分 水系名 渓流名 所在地

合計



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 なかまる なすぐん なかがわまち もりいずみ すいろこう

砂防等事業 仲丸 那須郡 那珂川町 盛泉 水路工 6

1箇所 6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（栃木県　2/5）

所在地事業区分 水系名 渓流名



急傾斜
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

事業間連携 さんたんばたけⅠ-A なすぐん なかがわまち やまた ようへきこう

砂防等事業 三反畑Ⅰ-Ａ 那須郡 那珂川町 矢又 擁壁工 142.5

かみや あしかがし おまたちょう ようへきこう

神谷 足利市 小俣町 擁壁工 61.8

さぎのみやA さのし せんばちょう ようへきこう

鷺ノ宮A 佐野市 仙波町 擁壁工 57

３箇所 261.3
※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（栃木県　3/5）

事業区分 水系名 渓流名 所在地

合計



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 かまがいりさわ　ほか はがぐん　ほか ましこまち　ほか かみおおば　ほか ろうきゅうかたいさく

事業 釜ケ入沢　外 芳賀郡　外 益子町　外 上大羽　外 老朽化対策 90

１箇所 90
※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（栃木県　4/5）

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

ましこまち かまがいりさわ　ほか かまがいりさわさぼうえんてい　とう

栃木県 益子町 釜ヶ入沢　外 釜ヶ入沢砂防堰堤　等 砂防堰堤工　等 改築　等
にっこうし とがわ　ほか とがわさぼうえんてい　とう

日光市 砥川　外 砥川砂防堰堤　等 砂防堰堤工　等 改築　等
なすしおばらし おおさびがわ　ほか おおさびがわさぼうえんてい　とう

那須塩原市 大蛇尾川　外 大蛇尾川砂防堰堤　等 砂防堰堤工　等 改築　等
なすまち よささがわ　ほか よささがわさぼうえんてい　とう

那須町 余笹川　外 余笹川砂防堰堤　等 砂防堰堤工　等 改築　等

令和４年度　当初予算　砂防メンテナンス事業箇所表（栃木県　5/5）

事業主体名 市町村名
渓流名
箇所名



令和４年度当初予算　下水道事業

都道府県名：栃木県 （単位：千円）

永野川左岸第１排水区大規模雨水処
理施設整備事業

栃木市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

379,468 189,734

大行寺地区大規模雨水処理施設整備
事業

小山市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

472,336 236,168

事業名 事業主体 事業種別 事業費 国費

計 851,804 425,902



栃　木　県

都市局



令和４年度　当初予算配分

一般会計　（組織）国土交通本省　 栃木県

（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

625,200

宇都宮市 宇都宮市 継続 宇都宮都市拠点地区 1/2 312,600

1/2, 760,000

宇都宮市 宇都宮市 継続 宇都宮大学周辺地区（第2期） 4.5/10 361,000

1/2, 729,263

宇都宮市 宇都宮市 継続 宮原運動公園周辺地区 4.5/10 346,400

1/2, 48,632

足利市 足利市 新規 足利中央地区 4.5/10 23,100

246,000

鹿沼市 鹿沼市 継続 鹿沼駅周辺地区 1/2 123,000

1/2, 676,842

小山市 小山市 継続 小山市中心拠点地区 4.5/10 321,500

1,025,333

小山市 小山市 継続 大谷地区 4.5/10 461,400

1/2, 244,000

小山市 小山市 継続 間々田駅周辺地区（第三期） 4.5/10 115,900

331,400

真岡市 真岡市 継続 真岡市役所新庁舎周辺地区 1/2 165,700

83,800

下野市 下野市 継続 自治医大駅周辺地区 1/2 41,900

738,000

下野市 下野市 継続 石橋駅西口地区 1/2 369,000

29,600

茂木町 茂木町 新規 茂木市街部地区 1/2 14,800

1/2, 62,947

芳賀町 芳賀町 継続 芳賀中央地区 4.5/10 29,900

5,601,017

合計 2,686,200

内示額について、下段を国費とする。



令和4年度　当初予算配分

一般会計　（組織）国土交通本省　 栃木県

（項）都市再生・地域再生整備事業費　　（目）都市再生推進事業費補助　（目細）都市再生推進事業費補助 （単位：千円）

事業 継続

都市名 主体 新規 箇　所　名 補助率 内示額 摘　　要

1,000

宇都宮市 宇都宮市 新規 宇都宮都市計画区域 1/2 500 都市空間情報デジタル基盤構築支援事業

1,000

合計 500

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 栃木県
（単位：千円）

（ 46,200 ）
15,400

計 （ 46,200 ）
15,400

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)

宇都宮市、芳
賀町管内

宇都宮
市

新 1/3
宇都宮市総合都市交
通体系調査

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:栃木県 (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） 大通り 宇都宮市 駒生町工区 670

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:栃木県 (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 足利市 第一大岩踏切道 足利市 40

踏切道改良計画事業 栃木市 日光線第224号踏切道 栃木県 90

踏切道改良計画事業 大田原市 第一大田原街道踏切道 栃木県 270



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:栃木県 (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 栃木県 栃木県無電柱化推進計画事業 1,328

(国)121号(天神町工区)〔鹿沼市〕、(国)293号(上田町
工区)〔鹿沼市〕、(国)294号(旭交差点工区)〔那須烏山
市〕、(国)352号(大師町工区)〔壬生町〕、(国)293号(堀
込町工区)〔足利市〕、(主)那須黒羽茂木線(茂木工区)
〔茂木町〕、(主)宇都宮亀和田栃木線(大町Ⅱ工区)〔栃
木市〕、(主)栃木佐野線(倭町工区)〔栃木市〕、(一)石
末真岡線(中郷･萩田工区)〔真岡市〕、(一)烏山停車場
線(中央工区)〔那須烏山市〕、(一)烏山停車場線(南工
区)〔那須烏山市〕、(都)おもちゃのまち下古山線(おも
ちゃのまち工区)〔壬生町〕、(都)国谷駅前線(至宝工
区)〔壬生町〕、(都)前橋水戸線(高砂町Ⅰ工区)〔佐野
市〕、(都)中田原美原線(城山工区)〔大田原市〕、(都)
藤原西那須野線(五軒町工区)〔那須塩原市〕



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:栃木県 (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） 栃木県 栃木県通学路緊急対策推進計画 3,195

富屋小学校、山辺小学校、皆川城東小学校、岩舟小
学校、国府南小学校、赤津小学校、栃木第五小学
校、あそ野学園義務教育学校、犬伏小学校、田沼小
学校、粟野小学校、永野小学校、西小学校、南押原
小学校、北押原小学校、山前小学校、真岡東小学
校、金丸小学校、湯津上小学校、江川小学校、上三
川小学校、七井小学校、中川小学校、赤羽小学校、
芳賀東小学校、芳賀南小学校、玉生小学校、船生小
学校、大宮小学校、東陽小学校、馬頭小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 足利市 栃木県足利市通学路緊急対策推進計画 23 三重小学校、北郷小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 栃木市 栃木県栃木市通学路緊急対策推進計画 62 岩舟小学校、栃木中央小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 真岡市 栃木県真岡市通学路緊急対策推進計画 30
久下田小学校、真岡西小学校、大内西小学校、大内
中央小学校、中村小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 大田原市 栃木県大田原市通学路緊急対策推進計画 32 佐久山小学校、紫塚小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 茂木町 栃木県茂木町通学路緊急対策推進計画 1 茂木小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 那須町 栃木県那須町通学路緊急対策推進計画 1 黒田原小学校



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:栃木県

整備計画名 要素事業名 市町村名 事業主体

一般国道119号　徳次郎西 宇都宮市 栃木県

（都）毛野西新井線　西新井町 足利市 栃木県

（主）桐生岩舟線　静 栃木市 栃木県

（主）栃木粟野線　深沢Ⅱ 栃木市 栃木県

（主）栃木佐野線　皆川城内 栃木市 栃木県

（一）小山都賀線　国府町 栃木市 栃木県

（一）上久我栃木線　原宿桜内 栃木市 栃木県

（一）太平山公園線　平井町 栃木市 栃木県

（都）沼和田川原田線　片柳町 栃木市 栃木県

（主）桐生田沼線　戸奈良 佐野市 栃木県

（主）佐野田沼線　上町西 佐野市 栃木県

（一）唐沢山公園線　犬伏新町 佐野市 栃木県

一般国道352号　北赤塚 鹿沼市 栃木県

（主）鹿沼足尾線　樅山南 鹿沼市 栃木県

（主）鹿沼日光線　下沢南 鹿沼市 栃木県

（一）上永野下永野線　久分 鹿沼市 栃木県

（一）石裂上日向線　上日向 鹿沼市 栃木県

（一）草久粟野線　口粟野 鹿沼市 栃木県

一般国道294号　八條 真岡市 栃木県

（一）西小塙真岡線　小林 真岡市 栃木県

一般国道294号　小船渡 大田原市 栃木県

一般国道461号　南金丸 大田原市 栃木県

（主）那須烏山矢板線　熊田 那須烏山市 栃木県

（一）熊田喜連川線　三箇 那須烏山市 栃木県

（主）真岡上三川線　上三川 上三川町 栃木県

（一）黒田市塙真岡線　七井 益子町 栃木県

（一）芳賀茂木線　小深 茂木町 栃木県

一般国道123号　下赤羽 市貝町 栃木県

（主）真岡那須烏山線　祖母井Ⅱ 芳賀町 栃木県

（一）石末真岡線　下高根沢 芳賀町 栃木県

（都）祖母井中央通り　祖母井 芳賀町 栃木県

（主）宇都宮船生高徳線　道谷原Ⅱ 塩谷町 栃木県

（主）今市氏家線　大久保 塩谷町 栃木県

（主）藤原宇都宮線　東房 塩谷町 栃木県

（主）大子那須線　富岡 那須町 栃木県

（都）氏家大子線　馬頭 那珂川町 栃木県

（市）江川利保通り　利保町工区 足利市 足利市

（市）五十部町4号線　五十部町工区 足利市 足利市

（市）1055号線　岩舟町静工区 栃木市 栃木市

（市）11156号線　入舟町工区 栃木市 栃木市

（市）203号線　下籠谷工区 真岡市 真岡市

（市）3113号線　堀内工区 真岡市 真岡市

（市）3259号線　飯貝工区 真岡市 真岡市

（市）4175号線　中工区 真岡市 真岡市

（市）4191号線　八木岡工区 真岡市 真岡市

（市）5105号線　石島工区 真岡市 真岡市

（市）大神福原線　大神工区 大田原市 大田原市

（市）末広緑線　末広工区 大田原市 大田原市

栃木県茂木町通学路緊急対策推進計画 （町）茂木坂井線　茂木工区 茂木町 茂木町

（町）上ノ原・法師畑線　上ノ原工区 那須町 那須町

（町）相生町・松ノ倉線　相生町工区 那須町 那須町
栃木県那須町通学路緊急対策推進計画

栃木県通学路緊急対策推進計画

栃木県足利市通学路緊急対策推進計画

栃木県栃木市通学路緊急対策推進計画

栃木県真岡市通学路緊急対策推進計画

栃木県大田原市通学路緊急対策推進計画



栃 木 県

住 宅 局



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 栃木県
地区名 事業名 事業費 備考

宇都宮市 空き家対策総合支援事業 18,400
足利市 空き家対策総合支援事業 16,000
栃木市 空き家対策総合支援事業 28,500
佐野市 空き家対策総合支援事業 20,000
鹿沼市 空き家対策総合支援事業 23,000
小山市 空き家対策総合支援事業 10,000
真岡市 空き家対策総合支援事業 1,500
大田原市 空き家対策総合支援事業 8,000
矢板市 空き家対策総合支援事業 4,930
那須塩原市 空き家対策総合支援事業 13,300
さくら市 空き家対策総合支援事業 1,500
下野市 空き家対策総合支援事業 8,274
上三川町 空き家対策総合支援事業 3,540
茂木町 空き家対策総合支援事業 14,500
市貝町 空き家対策総合支援事業 2,500
壬生町 空き家対策総合支援事業 2,000
塩谷町 空き家対策総合支援事業 1,200



那須町 空き家対策総合支援事業 2,000
179,144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 栃木県
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 7,727
7,727合計





令和４年度当初予算　官庁営繕部箇所別調書

栃木県 （単位：百万円）

事　業　名 箇　所　名 所　在　地 事 業 費 備　　考

［一般会計］
官庁営繕費 宇都宮第２地方合同庁舎 宇都宮市 243 エレベーター設備改修

合　　計 243



令和４年度当初予算　社会資本整備総合交付金の配分

（栃木県）
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

茨城・栃木交流圏域における魅
力的な資源を活かした広域的観
光周遊活性化計画

栃木県 149,400 

益子町役場周辺における安全安
心な住環境の構築

栃木県 13,023 

中郷・萩田地区の安全・安心で
良好な都市環境の創造

栃木県 59,280 

栃木県地域住宅等整備計画（第
二期）〔②R3～R4/H28～R4〕

栃木県,宇都宮市,足利市,栃木市,小山市,真
岡市,大田原市,那須塩原市,那須町,矢板市,
佐野市,さくら市

260,777 

六美町北部地区における良好な
住環境の構築

栃木県 167,130 

栃木県住環境整備計画（第三
期）

小山市,壬生町,栃木市,日光市,那須塩原市,
宇都宮市,佐野市,鹿沼市,真岡市,下野市,上
三川町,益子町,茂木町

227,825 

栃木県における安全で快適な生
活をつくる下水道整備

栃木県,宇都宮市,那須塩原市,さくら市,下
野市,上三川町,市貝町,芳賀町

395,465 

栃木県における快適な生活をつ
くる下水道整備（重点計画）

栃木県,足利市,栃木市,佐野市,鹿沼市,日光
市,小山市,真岡市,大田原市,矢板市,那須塩
原市,さくら市,那須烏山市,益子町,茂木町,
市貝町,壬生町,野木町,高根沢町,那須町

2,388,630 

FIT広域対流圏強化による広域的
観光活性化計画（重点③）

栃木県 470,250 

栃木・群馬における魅力的な資
源を活かした広域的観光活性化
計画(重点）

栃木県 72,000 

とちぎの成長・発展を支える社
会基盤整備２０２２

栃木県,真岡市,市貝町,芳賀町,高根沢町 1,526,882 

栃木県の市街地内における鉄道
駅アクセス道路等の強化

栃木県 136,125 

栃木・群馬における魅力的な資
源を活かした広域的観光活性化
計画

栃木県 88,200 



（栃木県）
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

栃木県の市街地内における拠点
間ネットワークの連携強化

栃木県 240,864 

拠点間の連携・交流を支えると
ちぎの道づくり

栃木県,宇都宮市,栃木市,鹿沼市,日光市,真
岡市,大田原市,那須塩原市,那須烏山市,下
野市,益子町,茂木町,高根沢町,那須町,上三
川町

2,261,416 

大谷地区　都市再生整備計画 宇都宮市 144,900 

宇都宮駅東口地区における低炭
素まちづくり

宇都宮市 802,000 

JR宇都宮駅西口地区市街地再開
発事業整備計画

宇都宮市 208,000 

宇都宮市における効率的で持続
可能な下水道整備（重点計画）

宇都宮市 498,839 

宇都宮都市圏における拠点間
ネットワークの連携強化と都市
基盤の機能・質を高めるまちづ
くり（第二期）

宇都宮市,芳賀町 6,161,168 

宇都宮市における安全で快適な
緑の保全と創出（第三期）

宇都宮市 4,500 

足利市における鉄道駅アクセス
強化によるにぎわいのあるまち
づくり

足利市 70,420 

佐野市における良好な都市環境
整備に向けた都市公園事業

佐野市 20,000 

佐野駅周辺地区におけるまちづ
くり

佐野市 55,144 

小山市における持続可能な社会
をつくる下水道整備（重点計
画）

小山市 636,426 

矢板駅周辺地区都市再生整備計
画

矢板市 41,600 

仁良川地区の安全安心で住みや
すいまちづくり

下野市 25,070 



（栃木県）
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

東の飛鳥国分寺地区都市再生整
備計画

下野市 26,300 

国谷駅西口における安全で良好
な都市環境の構築

壬生町 14,910 

宝積寺駅周辺地区都市再生整備
計画

高根沢町 52,000 

17,218,544 

※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

（栃木県）
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

栃木県における総合的な浸水対
策の推進（防災・安全）（重
点）

小山市,栃木県 1,024,000 

栃木県地域住宅等整備計画（防
災・安全）（第二期）（重点計
画）〔②R3～R4/H29～R4〕

栃木県,宇都宮市,茂木町,那須町,那須塩原
市,市貝町,足利市,佐野市,日光市

407,001 

栃木県地域住宅等整備計画（防
災・安全）（第二期）〔②R3～
R4/H28～R4〕

栃木県,宇都宮市,足利市,栃木市,佐野市,鹿
沼市,日光市,小山市,大田原市,那須塩原市,
高根沢町,那須町

297,977 

広域防災拠点の整備及び長寿命
化対策による安全で安心な都市
公園づくり（防災・安全）（第
二期）

栃木県 290,000 

土砂災害に強い防災基盤整備計
画（防災・安全）（重点）

栃木県 109,250 

土砂災害に強い防災基盤整備計
画（防災・安全）

栃木県,宇都宮市,足利市,栃木市,佐野市,鹿
沼市,日光市,小山市,真岡市,大田原市,矢板
市,那須塩原市,さくら市,那須烏山市,益子
町,茂木町,市貝町,芳賀町,野木町,塩谷町,
高根沢町,那須町,那珂川町

387,043 

栃木県における総合的な浸水対
策の推進（防災・安全）

栃木県,宇都宮市,小山市,足利市,栃木市,佐
野市,鹿沼市,日光市,真岡市,大田原市,矢板
市,那須塩原市,さくら市,那須烏山市,下野
市,上三川町,益子町,茂木町,市貝町,芳賀
町,壬生町,塩谷町,高根沢町,那須町,那珂川
町

656,840 

栃木県における災害に強い都市
をつくる下水道整備（防災・安
全）（重点計画）

宇都宮市,足利市,栃木市,佐野市,鹿沼市,小
山市,真岡市,矢板市,那須塩原市,さくら市,
下野市,上三川町,益子町,茂木町,壬生町,野
木町,高根沢町

773,589 

栃木県における災害に強い下水
道整備（防災・安全）

栃木県,宇都宮市,足利市,佐野市,鹿沼市,日
光市,小山市,真岡市,大田原市,矢板市,那須
塩原市,さくら市,那須烏山市,下野市,上三
川町,益子町,壬生町,野木町,高根沢町,那須
町,那珂川町

2,111,697 

栃木県住環境整備計画（防災・
安全）（第三期）

栃木県,宇都宮市,足利市,栃木市,佐野市,鹿
沼市,日光市,小山市,真岡市,大田原市,矢板
市,那須塩原市,さくら市,那須烏山市,下野
市,上三川町,益子町,茂木町,市貝町,芳賀
町,壬生町,野木町,塩谷町,高根沢町,那須
町,那珂川町

171,862 



（栃木県）
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

防災・減災対策の推進による災
害に強い道路の整備（防災・安
全）

栃木県,上三川町,高根沢町,那須町,栃木市,
真岡市,宇都宮市,那須烏山市,下野市,茂木
町,塩谷町,壬生町

1,949,694 

栃木県の市街地内における通学
路の要対策箇所の安全確保（防
災・安全）

栃木県,小山市,鹿沼市 1,197,528 

子どもたちの安全・安心を確保
する通学路整備

栃木県,宇都宮市,足利市,栃木市,鹿沼市,日
光市,小山市,真岡市,大田原市,那須塩原市,
那須烏山市,下野市,上三川町,益子町,茂木
町,市貝町,芳賀町,壬生町,野木町,高根沢
町,那須町,那珂川町,さくら市,矢板市,塩谷
町

4,240,668 

とちぎの安全・安心を確保する
強くしなやかな道路づくり２０
２２

栃木県,宇都宮市,足利市,栃木市,佐野市,鹿
沼市,小山市,真岡市,大田原市,那須塩原市,
さくら市,下野市,市貝町,芳賀町,野木町,高
根沢町,那須町,那珂川町

944,672 

宇都宮市における安全で安心な
公園づくりの推進（防災・安
全）

宇都宮市 87,640 

小幡・清住地区周辺における住
環境の向上と安全で快適な都市
基盤整備（防災・安全）

宇都宮市 630,100 

足利市における安全で安心な公
園づくりの推進（防災・安全）
（第二期）

足利市 7,500 

足利市東部地区における安全・
安心なまちづくり

足利市 6,600 

栃木市における安全で安心な都
市公園づくり（防災・安全）
【第二期】

栃木市 30,000 

佐野市における安全で安心な都
市公園づくり（防災・安全）

佐野市 21,000 

鹿沼市都市公園の長寿命化と安
全安心なまちづくり（防災・安
全）（第二期）

鹿沼市 39,500 

小山市　安全・安心な都市公園
づくり（第二期）（防災・安
全）

小山市 23,000 

防災拠点となる真岡市総合運動
公園の整備による安全安心なま
ちづくり（第二期）（防災・安
全）

真岡市 477,100 



（栃木県）
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

大田原市における安全で安心な
公園づくりの推進（防災・安
全）

大田原市 15,000 

那須塩原市安全で安心な都市公
園づくり(防災・安全)第2期

那須塩原市 31,500 

さくら市都市公園の長寿命化と
安全・安心なまちづくり（防
災・安全）

さくら市 15,000 

那須烏山市における安全で安心
な公園づくりの推進（防災・安
全）

那須烏山市 25,000 

下野市　安全で安心な都市公園
づくり（防災・安全）

下野市 20,000 

上三川町公園施設長寿命化計画
（防災・安全）

上三川町 17,500 

壬生町公園施設長寿命化計画 壬生町 62,500 

16,070,761 

※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


