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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：神奈川県 (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 川崎市 川崎1号環境整備 515

改築 国道1号 横浜市～平塚市 神奈川湘南1号環境対策 64

改築 国道1号 茅ヶ崎市～大磯町 新湘南バイパス 40

改築 国道16号 横須賀市～相模原市 神奈川16号環境対策 250

改築 国道16号 横須賀市 横須賀地区トンネル改修 56

改築 国道16号 横須賀市 追浜駅交通ターミナル整備事業 89

改築 国道246号 横浜市 都筑青葉地区環境整備 440

改築 国道246号 厚木市～松田町 神奈川県西部246号環境対策 67

改築 国道246号 厚木市、伊勢原市 厚木秦野道路 4,708

改築 国道246号 伊勢原市～秦野市 厚木秦野道路（伊勢原西～秦野中井） 600

改築 国道246号 秦野市 秦野ＩＣ関連 144

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：神奈川県 (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 国道357号 川崎市～横須賀市 東京湾岸道路（神奈川県区間） 3,503

改築 国道409号 川崎市 川崎縦貫道路 175

改築 国道468号 横浜市 首都圏中央連絡自動車道（金沢～戸塚） 6,541

改築 国道468号 横浜市～藤沢市 首都圏中央連絡自動車道（横浜湘南道路） 22,749



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：神奈川県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

新子安横断歩道橋整備（横浜市） 500

戸部地区歩道整備（横浜市） 210

戸塚警察署前歩道整備（横浜市） 10

原宿交差点改良（横浜市） 10

大磯～二宮自転車通行環境整備（大磯町、二宮町） 30

交通安全 国道15号 横浜市 神奈川15号交通安全対策 10 幸ヶ谷横断歩道橋整備 10

追浜駅前交差点改良（横須賀市） 115

屏風ヶ浦交差点改良（横浜市） 35

交通安全 国道20号 相模原市 神奈川20号交通安全対策 70 藤野駅周辺地区歩道整備 70

交通安全 国道357号 横浜市 神奈川357号交通安全対策 70 鳥浜町交差点改良 70

交通安全 国道16号
横須賀市、
横浜市

神奈川16号交通安全対策 150

路線名 備考

交通安全 国道1号
横浜市、大磯町、
二宮町

神奈川1号交通安全対策 760



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：神奈川県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

小和田電線共同溝（茅ヶ崎市) 10

東小磯電線共同溝（大磯町) 1

西小磯電線共同溝（大磯町) 71

西小磯（２）電線共同溝（大磯町) 100

国府本郷（２）電線共同溝（大磯町) 100

二宮町（３）電線共同溝（二宮町) 112

電線共同溝 国道15号 横浜市 神奈川15号電線共同溝 32 鶴見中央（２）電線共同溝 32

国道1号
茅ヶ崎市、大磯
町、二宮町

路線名 備考

394電線共同溝 神奈川1号電線共同溝



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：神奈川県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費路線名 備考

馬堀海岸（２）電線共同溝（横須賀市) 30

馬堀海岸電線共同溝（横須賀市) 103

追浜（２）電線共同溝（横須賀市) 5

金沢（２）電線共同溝（横浜市) 2

堀口電線共同溝（横浜市) 150

富岡東（２）電線共同溝（横浜市) 32

富岡東電線共同溝（横浜市) 2

磯子（２）電線共同溝（横浜市) 2

保土ヶ谷（３）電線共同溝（横浜市) 11

川井電線共同溝（横浜市) 30

つきみ野電線共同溝（大和市) 50

電線共同溝 国道20号 相模原市 神奈川20号電線共同溝 271 与瀬電線共同溝 271

417電線共同溝 神奈川16号電線共同溝国道16号
横須賀市、横浜
市、大和市



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：神奈川県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費路線名 備考

溝の口（２）電線共同溝（川崎市) 10

溝の口（３）電線共同溝（川崎市) 40

梶が谷電線共同溝（川崎市) 40

梶が谷（２）電線共同溝（川崎市) 194

有馬（２）電線共同溝（川崎市) 21

目黒電線共同溝（横浜市) 2

下鶴間（２）電線共同溝（大和市) 6

深見西電線共同溝（大和市) 53

上草柳電線共同溝（大和市) 100

ひばりが丘（２）電線共同溝（座間市) 5

東原電線共同溝（座間市) 50

愛甲（２）電線共同溝（厚木市) 6

神奈川246号電線共同溝 669国道246号

川崎市、横浜市、
大和市、座間市、
厚木市、伊勢原
市、秦野市

電線共同溝



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：神奈川県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費路線名 備考

伊勢原（２）電線共同溝（伊勢原市) 60

板戸電線共同溝（伊勢原市) 40

曽屋電線共同溝（秦野市) 30

秦野西電線共同溝（秦野市) 12

新磯子（２）電線共同溝 5

新磯子（３）電線共同溝 161

福浦電線共同溝 155

福浦（２）電線共同溝 11

332

神奈川246号電線共同溝 669電線共同溝 国道246号

川崎市、横浜市、
大和市、座間市、
厚木市、伊勢原
市、秦野市

電線共同溝 神奈川357号電線共同溝国道357号 横浜市



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：神奈川県 (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 （市） 宮内新横浜線 川崎市 等々力大橋(仮称) 230

改築 （主） 原宿六ツ浦 横浜市 (仮称)公田ICアクセス 3,380

改築 （市）
下倉田第406号線
（田谷線）

横浜市 (仮称)栄ICアクセス 20

改築 （都） 横浜藤沢線 鎌倉市 関谷工区 134

改築 （都） 環状3号線 横浜市 汲沢地区、南戸塚地区、戸塚地区 1,100

改築 （都） 横浜藤沢線 横浜市 田谷小雀地区 300

改築 （市） 7566号 横須賀市
(仮称)横須賀PAスマートICアクセ
ス

19

改築 （町）
10号スマートイン
ター線

山北町 (仮称)山北スマートICアクセス 23

改築 国道1号 横浜市 保土ケ谷橋工区 247

改築 （市） 五貫目第33号線 横浜市 上川井・上瀬谷地区 341

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：神奈川県 (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 神奈川県 神奈川県無電柱化推進計画事業 295

(国)129号(大神)〔平塚市〕、(国)134号(根岸町)〔横須
賀市〕、(国)134号(初声町)〔三浦市〕、(国)255号(栄町)
〔小田原市〕、(国)412号(林)〔厚木市〕、(主)戸塚茅ヶ崎
(辻堂元町)〔藤沢市〕、(主)小田原山北(久野)〔小田原
市〕、(主)湯河原箱根仙石原(土肥)〔湯河原町〕、(主)
藤沢座間厚木(早川)〔綾瀬市〕、(主)平塚伊勢原(伊勢
原)〔伊勢原市〕、(主)原宿六ﾂ浦(岩瀬)〔鎌倉市〕、(一)
堀山下秦野停車場(本町)〔秦野市〕

無電柱化推進計画事業 川崎市 川崎市無電柱化推進計画事業 1,308

(主)世田谷町田、(一)鶴見溝ﾉ口線、(市)南幸町渡田
線、(都)柿生町田線、(都)丸子中山茅ヶ崎線(小杉御
殿工区)、(都)宮内新横浜線(宮内工区)、(都)野川柿生
線(久本工区)、(都)世田谷町田線(片平工区)、(都)菅
早野線(下麻生工区)、(都)菅早野線(白山工区)、(都)
世田谷町田線(上麻生)

無電柱化推進計画事業 横浜市 横浜市無電柱化推進計画事業 1,236

(主)横浜伊勢原(立場地区)、(主)横浜上麻生ほか1路
線(青葉区役所周辺地区)、(主)山下本牧磯子線(西
町･新山下地区)、(主)環状2号線(上末吉～羽沢地
区)、(主)原宿六ﾂ浦(笠間地区)、(主)鶴見溝ﾉ口線、
(主)環状2号(菅田･岸根地区)、(主)環状2号(森地区)、
(市)谷津第481号線ほか1路線(金沢区役所周辺地
区)、(市)末吉橋第121号線、(市)環状3号線(杉田港南
台地区)、(都) 桂町戸塚遠藤線、(都) 長津田駅南口線



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：神奈川県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名(箇所) 事業費 備考

無電柱化推進計画事業 相模原市 相模原市無電柱化推進計画事業 27 (市)相模氷川



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：神奈川県 (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） 横須賀市 久里浜西口地区 横須賀市 12

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：神奈川県 (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） 神奈川県 神奈川県通学路緊急対策推進計画 389
大道小学校、小出小学校、広畑小学校、座間小学
校、国府小学校、井ノ口小学校、大井小学校、開成
小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 横浜市 横浜市通学路緊急対策推進計画 20
あざみ野第一小学校、荏子田小学校、榎が丘小学
校、恩田小学校、小田小学校、美しが丘西小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 相模原市 相模原市通学路緊急対策推進計画 28

宮上小学校、串川小学校、桂北小学校、向陽小学
校、広田小学校、広陵小学校、根小屋小学校、作の
口小学校、桜台小学校、湘南小学校、上溝小学校、
新宿小学校、川尻小学校、双葉小学校、大沢小学
校、大野小学校、大野北小学校、中野小学校、鳥屋
小学校、津久井中央小学校、鶴の台小学校、田名小
学校、田名北小学校、藤野小学校、藤野南小学校、
藤野北小学校、南大野小学校、二本松小学校、富士
見小学校、並木小学校、夢の丘小学校、陽光台小学
校、緑台小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 横須賀市 神奈川県横須賀市通学路緊急対策推進計画 421 逸見小学校、諏訪小学校、豊島小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 藤沢市 神奈川県藤沢市通学路緊急対策推進計画 34 六会小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 茅ヶ崎市 神奈川県茅ヶ崎市通学路緊急対策推進計画 88 香川小学校、浜之郷小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 秦野市 神奈川県秦野市通学路緊急対策推進計画 155
広畑小学校、渋沢小学校、上小学校、西小学校、鶴
巻小学校、東小学校、南小学校、北小学校、本町小
学校、末広小学校



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：神奈川県 (単位: 百万円) 

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

交通安全対策（通学路緊急対策） 伊勢原市 神奈川県伊勢原市通学路緊急対策推進計画 38 成瀬小学校、大田小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 寒川町 神奈川県寒川町通学路緊急対策推進計画 25 南小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 大磯町 神奈川県大磯町通学路緊急対策推進計画 9 国府小学校、大磯小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 大井町 神奈川県大井町通学路緊急対策推進計画 25 大井小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 松田町 神奈川県松田町通学路緊急対策推進計画 8 松田小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 愛川町 神奈川県愛川町通学路緊急対策推進計画 8 菅原小学校



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：神奈川県 (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 横浜市 樹源寺踏切道 横浜市 210

踏切道改良計画事業 横浜市 八丁畷第1踏切道 横浜市 14

踏切道改良計画事業 横浜市 菊名3号踏切道 横浜市 1

踏切道改良計画事業 川崎市 武蔵小杉1号踏切道 川崎市 626

踏切道改良計画事業 相模原市 相模大野6号踏切道 相模原市 2

踏切道改良計画事業 相模原市 小田急相模原1号踏切道 相模原市 3

踏切道改良計画事業 相模原市 原当麻第一踏切道 相模原市 62

踏切道改良計画事業 小田原市 富水2号踏切道 神奈川県 5



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：神奈川県 (単位: 百万円)

工種 路線名 市町村名 事業名（箇所） 事業費

補助事業

連続立体交差 相模鉄道本線 横浜市 鶴ヶ峰駅付近 630

連続立体交差 京浜急行電鉄大師線 川崎市 小島新田駅～鈴木町駅間 2,320

連続立体交差 ＪＲ南武線 川崎市 矢向駅～武蔵小杉駅間 330 着工準備

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：神奈川県 (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 神奈川県 橋梁長寿命化修繕計画 574 別紙参照

道路メンテナンス事業 神奈川県 トンネル長寿命化修繕計画 137 別紙参照

道路メンテナンス事業 神奈川県 道路附属物等長寿命化修繕計画 279 別紙参照

道路メンテナンス事業 横浜市 橋梁長寿命化修繕計画 4,177 別紙参照

道路メンテナンス事業 横浜市 トンネル長寿命化修繕計画 104 別紙参照

道路メンテナンス事業 横浜市 道路附属物等長寿命化修繕計画 688 別紙参照

道路メンテナンス事業 川崎市 橋梁長寿命化修繕計画 561 別紙参照

道路メンテナンス事業 川崎市 道路附属物等長寿命化修繕計画 180 別紙参照

道路メンテナンス事業 相模原市 橋梁長寿命化修繕計画 214 別紙参照

道路メンテナンス事業 相模原市 道路附属物等長寿命化修繕計画 99 別紙参照

道路メンテナンス事業 横須賀市 橋梁長寿命化修繕計画 113 別紙参照

道路メンテナンス事業 横須賀市 トンネル長寿命化修繕計画 30 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：神奈川県 (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 平塚市 橋梁長寿命化修繕計画 130 別紙参照

道路メンテナンス事業 平塚市 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 鎌倉市 橋梁長寿命化修繕計画 88 別紙参照

道路メンテナンス事業 鎌倉市 道路附属物等長寿命化修繕計画 130 別紙参照

道路メンテナンス事業 藤沢市 橋梁長寿命化修繕計画 270 別紙参照

道路メンテナンス事業 藤沢市 トンネル長寿命化修繕計画 7 別紙参照

道路メンテナンス事業 藤沢市 道路附属物等長寿命化修繕計画 21 別紙参照

道路メンテナンス事業 小田原市 橋梁長寿命化修繕計画 126 別紙参照

道路メンテナンス事業 茅ヶ崎市 橋梁長寿命化修繕計画 35 別紙参照

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

道路メンテナンス事業 三浦市 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 秦野市 橋梁長寿命化修繕計画 85 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：神奈川県 (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 秦野市 トンネル長寿命化修繕計画 2 別紙参照

道路メンテナンス事業 厚木市 橋梁長寿命化修繕計画 47 別紙参照

道路メンテナンス事業 厚木市 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 大和市 橋梁長寿命化修繕計画 67 別紙参照

道路メンテナンス事業 伊勢原市 橋梁長寿命化修繕計画 92 別紙参照

道路メンテナンス事業 海老名市 橋梁長寿命化修繕計画 50 別紙参照

道路メンテナンス事業 南足柄市 橋梁長寿命化修繕計画 76 別紙参照

道路メンテナンス事業 綾瀬市 橋梁長寿命化修繕計画 115 別紙参照

道路メンテナンス事業 葉山町 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 寒川町 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 大磯町 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 大磯町 トンネル長寿命化修繕計画 4 別紙参照

道路メンテナンス事業 二宮町 橋梁長寿命化修繕計画 135 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：神奈川県 (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 中井町 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 大井町 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 松田町 橋梁長寿命化修繕計画 5 別紙参照

道路メンテナンス事業 山北町 橋梁長寿命化修繕計画 42 別紙参照

道路メンテナンス事業 開成町 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 箱根町 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 真鶴町 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 湯河原町 橋梁長寿命化修繕計画 66 別紙参照

道路メンテナンス事業 愛川町 橋梁長寿命化修繕計画 33 別紙参照

道路メンテナンス事業 清川村 橋梁長寿命化修繕計画 4 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
神奈川県

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

神奈川県橋梁長寿命化修繕計画
神奈川県 鎌倉市 大船停車場 梅田川橋 橋梁 修繕
神奈川県 三浦市 上宮田金田三崎港 宮川小橋 橋梁 修繕
神奈川県 逗子市 国道134号 渚橋 橋梁 修繕
神奈川県 藤沢市 国道467号 亀井野側道橋（左） 橋梁 修繕
神奈川県 藤沢市 国道467号 亀井野側道橋（右） 橋梁 修繕
神奈川県 松田町 松田停車場 松田陸橋 橋梁 修繕
神奈川県 綾瀬市 丸子中山茅ケ崎 一ツ橋 橋梁 修繕
神奈川県 大和市 丸子中山茅ケ崎 新道下大橋 橋梁 修繕
神奈川県 大和市 横浜厚木 境橋 橋梁 修繕
神奈川県 海老名市 横浜厚木 名古沢橋 橋梁 修繕
神奈川県 藤沢市 横浜伊勢原 下土棚橋 橋梁 修繕
神奈川県 鎌倉市 国道134号 滑川橋 橋梁 修繕
神奈川県 厚木市 町田厚木 相模大橋 橋梁 修繕
神奈川県 厚木市 藤沢座間厚木 中津川大橋 橋梁 修繕
神奈川県 点検計画

神奈川県トンネル長寿命化修繕計画
神奈川県 横須賀市 久里浜港 千駄ヶ崎隧道 トンネル 修繕
神奈川県 逗子市 国道134号 飯島隧道 トンネル 修繕
神奈川県 葉山町 国道134号 伊勢山隧道 トンネル 修繕
神奈川県 葉山町 国道134号 葉山隧道 トンネル 修繕
神奈川県 清川村 秦野清川 大洞隧道 トンネル 修繕
神奈川県 清川村 秦野清川 塩水隧道 トンネル 修繕
神奈川県 鎌倉市 原宿六ツ浦 相武隧道 トンネル 修繕
神奈川県 愛川町 宮ヶ瀬愛川 高取トンネル トンネル 修繕
神奈川県 小田原市 国道135号 根府川隧道 トンネル 修繕
神奈川県 真鶴町 国道135号 屏風岩隧道 トンネル 修繕
神奈川県 山北町 山北山中湖 落合隧道 トンネル 修繕
神奈川県 厚木市 藤沢座間厚木 関口立体 トンネル 修繕
神奈川県 厚木市 藤沢座間厚木 長坂立体 トンネル 修繕

神奈川県道路附属物等長寿命化修繕計画
神奈川県 鎌倉市 阿久和鎌倉 関谷歩道橋 道路附属物等 修繕
神奈川県 小田原市 小田原湯河原 根府川歩道橋 道路附属物等 修繕
神奈川県 茅ケ崎市 国道134号 一中えぼし岩歩道橋 道路附属物等 修繕
神奈川県 箱根町 国道1号 湯本歩道橋 道路附属物等 修繕
神奈川県 小田原市 国道255号 多古歩道橋 道路附属物等 修繕
神奈川県 大和市 国道467号 上和田歩道橋 道路附属物等 修繕
神奈川県 寒川町 相模原茅ケ崎 一之宮歩道橋 道路附属物等 修繕
神奈川県 藤沢市 菖蒲沢戸塚 六会小歩道橋 道路附属物等 修繕
神奈川県 藤沢市 戸塚茅ケ崎 西富歩道橋 道路附属物等 修繕
神奈川県 藤沢市 戸塚茅ケ崎 緑ケ丘歩道橋 道路附属物等 修繕
神奈川県 小田原市 松田国府津 国府津歩道橋 道路附属物等 修繕

横浜市橋梁長寿命化修繕計画
横浜市 横浜市 市道菊名第48号線 菊名跨線人道橋 橋梁 修繕
横浜市 横浜市 市道矢向第125号線 矢向人道橋 橋梁 修繕
横浜市 大和市 横浜厚木 境橋 橋梁 修繕
横浜市 横浜市 県道阿久和鎌倉 第2阿久和三家橋 橋梁 修繕
横浜市 横浜市 県道横浜厚木 三ツ境橋 橋梁 修繕
横浜市 横浜市 県道横浜上麻生 新川向橋 橋梁 修繕
横浜市 横浜市 県道横浜逗子線 氷取沢橋 橋梁 修繕
横浜市 横浜市 県道横浜生田 鳥山橋（内回り） 橋梁 修繕
横浜市 横浜市 県道川崎町田 矢向第一陸橋 橋梁 修繕
横浜市 横浜市 県道東京大師横浜 小野橋 橋梁 修繕
横浜市 横浜市 国道1号 上柏尾橋 橋梁 修繕
横浜市 横浜市 市道伊勢佐木町第36号線 旭橋人道橋 橋梁 修繕
横浜市 横浜市 市道伊勢佐木町第441号線 山王橋人道橋 橋梁 修繕
横浜市 横浜市 市道伊勢佐木町第530号線 共進橋 橋梁 修繕
横浜市 横浜市 市道下瀬谷第310号線 第１柳明橋 橋梁 修繕
横浜市 横浜市 市道下瀬谷第522号線 第1阿久和三家橋 橋梁 修繕
横浜市 横浜市 市道下野庭第531号線 新川渡橋 橋梁 修繕
横浜市 横浜市 市道笠間第252号線 笠船橋 橋梁 修繕
横浜市 横浜市 市道環状2号線 新横浜陸橋 橋梁 修繕
横浜市 横浜市 市道宮沢第41号線 和泉上橋 橋梁 修繕
横浜市 横浜市 市道宮沢第54号線 第3阿久和三家橋 橋梁 修繕
横浜市 横浜市 市道栗木金沢文庫線 新中洲橋 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
神奈川県

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

横浜市 横浜市 市道三ツ沢第206号線 西平沼第１こ線人道橋 橋梁 修繕
横浜市 横浜市 市道子安守屋町線 新子安橋 橋梁 修繕
横浜市 横浜市 市道市場第199号線 古市場人道橋 橋梁 修繕
横浜市 横浜市 市道上星川第418号線 星和橋 橋梁 修繕
横浜市 横浜市 市道上和田第42号線 第2上飯田原橋 橋梁 修繕
横浜市 横浜市 市道新杉田第44号線 屏風ヶ浦跨線人道橋 橋梁 修繕
横浜市 横浜市 市道神奈川千若町線 村雨橋（下り線） 橋梁 修繕
横浜市 横浜市 市道神奈川千若町線 村雨橋（上り線） 橋梁 修繕
横浜市 横浜市 市道大黒橋通 大黒橋（上り線） 橋梁 修繕
横浜市 横浜市 市道大黒橋通 大黒橋（下り線） 橋梁 修繕
横浜市 横浜市 市道大池第228号線 万騎ヶ原人道橋 橋梁 修繕
横浜市 横浜市 市道中村山手線 打越橋 橋梁 修繕
横浜市 横浜市 市道長浜第20号線 臨海橋 橋梁 修繕
横浜市 横浜市 市道鶴見駅三ツ沢線 響橋 橋梁 修繕
横浜市 横浜市 市道鶴見第337号線 豊橋 橋梁 修繕
横浜市 横浜市 市道東寺尾第436号線 生麦人道橋 橋梁 修繕
横浜市 横浜市 市道飯島第402号線 㹨川橋 橋梁 修繕
横浜市 横浜市 市道仏向町第279号線 権太坂陸橋 橋梁 修繕
横浜市 横浜市 市道保土ケ谷二俣川線 法泉橋 橋梁 修繕
横浜市 横浜市 市道堀口第126号線 谷津坂跨線橋 橋梁 修繕
横浜市 横浜市 県道川崎町田 末吉橋（下り線） 橋梁 更新
横浜市 横浜市 県道川崎町田 末吉橋（上り線） 橋梁 更新
横浜市 横浜市 県道東京大師横浜 鶴見大橋 橋梁 更新
横浜市 横浜市 市道上和田第41号線 第２柳明橋 橋梁 更新
横浜市 横浜市 市道高島台第168号線 内海川跨線人道橋 橋梁 撤去
横浜市 点検計画

横浜市トンネル長寿命化修繕計画
横浜市 横浜市 市道蒔田第480号線 汐見台隧道 トンネル 修繕
横浜市 横浜市 市道長津田中部第266号線 道正トンネル トンネル 修繕
横浜市 横浜市 主要地方道(県道)原宿六ｯ浦第1231号線 相武隧道 トンネル 修繕

横浜市道路附属物等長寿命化修繕計画
横浜市 横浜市 市道環状2号線 陣ヶ下隧道（内回り） 道路附属物等 修繕
横浜市 横浜市 市道環状2号線 陣ヶ下隧道（外回り） 道路附属物等 修繕
横浜市 横浜市 一般県道真光寺長津田 子供の国歩道橋 道路附属物等 修繕
横浜市 横浜市 一般国道1号 保土ヶ谷駅東口歩道橋 道路附属物等 修繕
横浜市 横浜市 一般国道１号、市道高速２号線 狩場インターチェンジ歩道橋 道路附属物等 修繕
横浜市 横浜市 市道東本郷第339号線 白鴨トンネル 道路附属物等 修繕
横浜市 横浜市 市道高島関内線 花咲町歩道橋 道路附属物等 修繕
横浜市 横浜市 市道新羽荏田線 開成歩道橋 道路附属物等 修繕
横浜市 横浜市 市道新横浜元石川線 折本歩道橋 道路附属物等 修繕
横浜市 横浜市 市道藤田480号線 汐見台歩道橋 道路附属物等 修繕
横浜市 横浜市 市道本牧28号線 錦町第一歩道橋 道路附属物等 修繕
横浜市 横浜市 市道本牧２８号線 錦町第三歩道橋 道路附属物等 修繕
横浜市 横浜市 主要地方道(県道)丸子中山茅ヶ崎線第1225号線 矢指隧道 道路附属物等 修繕
横浜市 横浜市 主要地方道県道横浜鎌倉 通町歩道橋 道路附属物等 修繕
横浜市 横浜市 主要地方道県道横浜厚木 三ツ境歩道橋 道路附属物等 修繕
横浜市 横浜市 主要地方道県道横浜厚木 二俣川歩道橋 道路附属物等 修繕
横浜市 横浜市 主要地方道県道横浜上麻生 鳥山町歩道橋 道路附属物等 修繕
横浜市 横浜市 主要地方道県道横浜上麻生 東神奈川駅前第１歩道橋 道路附属物等 修繕
横浜市 横浜市 主要地方道県道横浜上麻生 東神奈川駅前第２歩道橋 道路附属物等 修繕
横浜市 横浜市 主要地方道県道横浜上麻生 六角橋歩道橋 道路附属物等 修繕
横浜市 横浜市 主要地方道県道横浜生田 三ッ沢第３歩道橋 道路附属物等 修繕
横浜市 横浜市 主要地方道県道横浜生田 峰沢町歩道橋 道路附属物等 修繕
横浜市 横浜市 主要地方道県道丸子中山茅ヶ崎 瀬谷町第（第は略字）三歩道橋 道路附属物等 修繕
横浜市 横浜市 主要地方道県道原宿六ツ浦 小雀町第二歩道橋 道路附属物等 修繕
横浜市 横浜市 主要地方道県道原宿六ツ浦 中野町歩道橋 道路附属物等 修繕
横浜市 横浜市 主要地方道県道東京丸子横浜 菊名歩道橋 道路附属物等 修繕
横浜市 横浜市 主要地方道市道環状２号線 梶山歩道橋 道路附属物等 修繕
横浜市 横浜市 主要地方道市道環状2号線 新横浜駅北口歩道橋 道路附属物等 修繕
横浜市 横浜市 主要地方道市道青木浅間線 鶴屋町歩道橋 道路附属物等 修繕
横浜市 横浜市 主要地方道市道藤棚伊勢佐木線 赤門町歩道橋 道路附属物等 修繕

川崎市橋梁長寿命化修繕計画
川崎市 川崎市麻生区 一般県道真光寺長津田 岡上跨線橋 橋梁 修繕
川崎市 川崎市宮前区 市道（１級）宮前８号線 初瀬橋 橋梁 修繕
川崎市 川崎市多摩区 市道（１級）多摩３号線 布田橋 橋梁 修繕
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川崎市 川崎市麻生区 市道（１級）都市計画道路尻手黒川線 餅井坂陸橋 橋梁 修繕
川崎市 川崎市宮前区 市道（１級）野川柿生線 平橋 橋梁 修繕
川崎市 川崎市高津区 市道（２級）野川１１号線 五反田橋 橋梁 修繕
川崎市 川崎市宮前区 市道（一般）宮前平36号線 宮前平２号橋 橋梁 修繕
川崎市 川崎市麻生区 市道（一般）岡上６７号線 新川井田橋 橋梁 修繕
川崎市 川崎市高津区 市道（一般）久地６７号線 久地４号橋 橋梁 修繕
川崎市 川崎市高津区 市道（一般）久末１１７号線 五月橋 橋梁 修繕
川崎市 川崎市宮前区 市道（一般）有馬２４４号線 亀乃橋 橋梁 修繕
川崎市 川崎市麻生区 主要地方道世田谷町田 世田谷町田２号橋 橋梁 修繕
川崎市 川崎市多摩区 主要地方道川崎府中 稲生跨線橋 橋梁 修繕
川崎市 川崎市幸区 一般県道川崎町田 末吉橋 橋梁 更新
川崎市 点検計画

川崎市道路附属物等長寿命化修繕計画
川崎市 川崎市高津区 市道小杉菅線 久本歩道橋 道路附属物等 修繕
川崎市 川崎市川崎区 市道大師大島線 伊勢川中島歩道橋 道路附属物等 修繕
川崎市 川崎市川崎区 主要地方道東京大師横浜 田辺新田東歩道橋 道路附属物等 修繕
川崎市 川崎市宮前区 主要地方道野川菅生線 西谷歩道橋 道路附属物等 修繕

相模原市橋梁長寿命化修繕計画
相模原市 相模原市南区 市道上鶴間700号 無名橋(市道上鶴間700号) 橋梁 修繕
相模原市 相模原市 市道下九沢淵野辺 矢淵陸橋 橋梁 修繕
相模原市 点検計画

相模原市道路附属物等長寿命化修繕計画
相模原市 相模原市南区 市道相模大野32号 相模大野駅北口ペデストリアンデッキ 道路附属物等 修繕
相模原市 相模原市南区 県道51号町田厚木 谷口歩道橋 道路附属物等 撤去

横須賀市橋梁長寿命化修繕計画
横須賀市 横須賀市 市道6888号 梅田橋 橋梁 修繕
横須賀市 点検計画

横須賀市トンネル長寿命化修繕計画
横須賀市 横須賀市 市道766号 中里トンネル トンネル 修繕
横須賀市 横須賀市 市道7777号 神明第一トンネル トンネル 修繕
横須賀市 横須賀市 市道7777号 神明第三トンネル トンネル 修繕
横須賀市 横須賀市 市道7777号 神明第二トンネル トンネル 修繕

平塚市橋梁長寿命化修繕計画
平塚市 平塚市 市道横内39号線 青井橋 橋梁 修繕
平塚市 平塚市 市道岡崎121号線 宮下橋2 橋梁 修繕
平塚市 平塚市 市道幹道19号豊田線 車橋 橋梁 修繕
平塚市 平塚市 市道幹道19号豊田線 車橋第１歩道橋 橋梁 修繕
平塚市 平塚市 市道幹道23号大句丸島線 桜畑陸橋 橋梁 修繕
平塚市 平塚市 市道幹道27号八幡神社土屋線 平塚大橋 橋梁 修繕
平塚市 平塚市 市道幹道2号四之宮厚木線 鹿見堂橋 橋梁 修繕
平塚市 平塚市 市道幹道33号平塚山下線 桜ヶ丘架道橋 橋梁 修繕
平塚市 平塚市 市道東中原5号線 土井口橋 橋梁 修繕
平塚市 平塚市 市道豊田27号線 大橋 橋梁 修繕
平塚市 平塚市 市道豊田5号線 新土井口橋 橋梁 修繕
平塚市 点検計画

平塚市道路附属物等長寿命化修繕計画
平塚市 平塚市 市道幹道29号東海道本通り線 本宿歩道橋 道路附属物等 修繕

鎌倉市橋梁長寿命化修繕計画
鎌倉市 鎌倉市 市道010-036号線 極楽寺橋 橋梁 修繕
鎌倉市 鎌倉市 市道010-040号線 極楽寺川２号橋 橋梁 修繕
鎌倉市 鎌倉市 市道010-044号線 極楽寺川１号橋 橋梁 修繕
鎌倉市 鎌倉市 市道012-000号線 音無橋 橋梁 修繕
鎌倉市 鎌倉市 市道015-001号線 ざあざあ橋 橋梁 修繕
鎌倉市 鎌倉市 市道020-001号線 堀ノ内橋 橋梁 修繕
鎌倉市 鎌倉市 市道020-005号線 神戸川５号橋 橋梁 修繕
鎌倉市 鎌倉市 市道034-027号線 杉ノ川橋 橋梁 修繕
鎌倉市 鎌倉市 市道036-002号線 宅間川１号橋 橋梁 修繕
鎌倉市 鎌倉市 市道040-013号線 手広９号橋 橋梁 修繕
鎌倉市 鎌倉市 市道043-069号線 笛田川３号橋 橋梁 修繕
鎌倉市 鎌倉市 市道205-023号線 こばし 橋梁 修繕
鎌倉市 鎌倉市 市道205-057号線 宮下橋 橋梁 修繕
鎌倉市 鎌倉市 市道209-008号線 鶴舞田歩道橋 橋梁 修繕
鎌倉市 点検計画

鎌倉市道路附属物等長寿命化修繕計画
鎌倉市 鎌倉市 市道209-095号線 小袋谷歩道橋 道路附属物等 修繕
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藤沢市橋梁長寿命化修繕計画
藤沢市 藤沢市 市場通り線 大庭大橋 橋梁 修繕
藤沢市 藤沢市 滝の沢堤線 不動橋 橋梁 修繕
藤沢市 藤沢市 村岡299 新藤沢跨線橋 橋梁 修繕
藤沢市 藤沢市 藤沢611 船玉橋 橋梁 修繕
藤沢市 点検計画

藤沢市トンネル長寿命化修繕計画
藤沢市 藤沢市 辻堂駅遠藤線 大庭トンネル（下り） トンネル 修繕
藤沢市 藤沢市 辻堂駅遠藤線 大庭トンネル（上り） トンネル 修繕

藤沢市道路附属物等長寿命化修繕計画
藤沢市 藤沢市 藤沢村岡 村岡歩道橋 道路附属物等 修繕

小田原市橋梁長寿命化修繕計画
小田原市 小田原市 市道0023 大窪橋 橋梁 修繕
小田原市 小田原市 市道0023 大窪橋歩道橋 橋梁 修繕
小田原市 小田原市 市道0032 又渡橋 橋梁 修繕
小田原市 小田原市 市道0053 下新田橋 橋梁 修繕
小田原市 小田原市 市道2682 協和橋 橋梁 修繕
小田原市 小田原市 市道4490 関口橋 橋梁 修繕
小田原市 点検計画

茅ヶ崎市橋梁長寿命化修繕計画
茅ヶ崎市 茅ヶ崎市 市道0213号線 北茅ヶ崎橋 橋梁 修繕
茅ヶ崎市 点検計画

逗子市橋梁長寿命化修繕計画
逗子市 逗子市 市道1083号 東郷橋 橋梁 修繕
逗子市 逗子市 市道7168号 ぼんばた橋 橋梁 修繕
逗子市 点検計画

逗子市トンネル長寿命化修繕計画
逗子市 逗子市 市道5006号 久木トンネル トンネル 修繕

三浦市橋梁長寿命化修繕計画
三浦市 三浦市 市道2015号線 85号橋 橋梁 修繕
三浦市 三浦市 市道2180-1号線 88号橋 橋梁 修繕
三浦市 点検計画

秦野市橋梁長寿命化修繕計画
秦野市 秦野市 市道10号線 天神橋 橋梁 修繕
秦野市 秦野市 市道26号線 南矢名陸橋 橋梁 修繕
秦野市 秦野市 市道331号線 中里橋 橋梁 修繕
秦野市 秦野市 市道429号線 代々木一の橋 橋梁 修繕
秦野市 秦野市 市道429号線 代々木二の橋 橋梁 修繕
秦野市 秦野市 市道457号線 欠ノ上人道橋 橋梁 修繕
秦野市 秦野市 市道64号線 巻頭跨線橋 橋梁 修繕
秦野市 秦野市 市道710号線 寺井橋 橋梁 修繕
秦野市 秦野市 市道753号線 的橋 橋梁 修繕
秦野市 点検計画

秦野市トンネル長寿命化修繕計画
秦野市 秦野市 市道226号線 善波隧道 トンネル 修繕

厚木市橋梁長寿命化修繕計画
厚木市 厚木市 市道水引小野線 堺橋 橋梁 修繕
厚木市 厚木市 市道水引小野線 片岸橋 橋梁 修繕
厚木市 点検計画

厚木市道路附属物等長寿命化修繕計画
厚木市 厚木市 市道上依知道珍堂坂上線 上依知小学校前歩道橋 道路附属物等 修繕
厚木市 厚木市 市道本厚木松枝線 寿町歩道橋 道路附属物等 修繕

大和市橋梁長寿命化修繕計画
大和市 点検計画

伊勢原市橋梁長寿命化修繕計画
伊勢原市 伊勢原市 市道55号線 歌川橋１ 橋梁 修繕
伊勢原市 伊勢原市 市道666号線 龍泉寺橋 橋梁 修繕
伊勢原市 点検計画

海老名市橋梁長寿命化修繕計画
海老名市 海老名市 市道705号線 ２０４号橋 橋梁 修繕
海老名市 点検計画

南足柄市橋梁長寿命化修繕計画
南足柄市 南足柄市 山下橋線 山下橋 橋梁 修繕
南足柄市 南足柄市 市道内山・班目線 下田橋 橋梁 修繕
南足柄市 点検計画
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綾瀬市橋梁長寿命化修繕計画
綾瀬市 綾瀬市 市道10号線 寺尾橋 橋梁 修繕
綾瀬市 綾瀬市 市道288号線 釜田橋 橋梁 修繕
綾瀬市 綾瀬市 市道455号線 西山橋 橋梁 修繕
綾瀬市 綾瀬市 市道487号線 上原橋 橋梁 修繕
綾瀬市 綾瀬市 市道75号線 豊原橋 橋梁 修繕
綾瀬市 綾瀬市 市道95-1号線 蓼川橋 橋梁 修繕
綾瀬市 点検計画

葉山町橋梁長寿命化修繕計画
葉山町 葉山町 町道1175号線 木古庭橋 橋梁 修繕
葉山町 葉山町 町道1241号線 中道橋 橋梁 修繕
葉山町 点検計画

寒川町橋梁長寿命化修繕計画
寒川町 寒川町 町道一之宮1号線 大曲都市下水路第５号橋 橋梁 修繕
寒川町 寒川町 町道一之宮3号線 大曲都市下水路第４号橋 橋梁 修繕
寒川町 寒川町 町道一之宮86号線 大曲第１号雨水幹線第１１号橋 橋梁 修繕
寒川町 寒川町 町道宮山32号線 新堀排水第１５号橋 橋梁 修繕
寒川町 寒川町 町道宮山94号線 大柳第１号橋 橋梁 修繕
寒川町 寒川町 町道小谷12号線 花川用水路第６号橋 橋梁 修繕
寒川町 寒川町 町道小谷16号線 左岸用水路第１３号橋 橋梁 修繕
寒川町 寒川町 町道小谷21号線 花川用水路第１号橋 橋梁 修繕
寒川町 寒川町 町道小動37号線 小動幹線第５号橋 橋梁 修繕
寒川町 寒川町 町道倉見46号線 左岸用水路第２号橋 橋梁 修繕
寒川町 寒川町 町道大曲11号線 大曲都市下水路第７号橋 橋梁 修繕
寒川町 寒川町 町道大曲12号線 大曲都市下水路第６号橋 橋梁 修繕
寒川町 寒川町 町道大蔵9号線 左岸用水路第１９号橋 橋梁 修繕
寒川町 寒川町 町道田端一之宮14号線 一之宮都市下水路第２号橋 橋梁 修繕
寒川町 寒川町 町道田端宮山6号線 一之宮都市下水路第１号橋 橋梁 修繕
寒川町 点検計画

大磯町橋梁長寿命化修繕計画
大磯町 大磯町 東町26号線 南浜岳１号橋 橋梁 修繕
大磯町 大磯町 月京国府新宿1号線 長谷川橋 橋梁 修繕
大磯町 大磯町 国府本郷15号線 泉橋 橋梁 修繕
大磯町 大磯町 生沢4号線 西橋 橋梁 修繕
大磯町 大磯町 西小磯1号線 赤坂橋 橋梁 修繕
大磯町 大磯町 西小磯20号線 西中通２号橋 橋梁 修繕
大磯町 大磯町 西小磯42号線 田中下１号橋 橋梁 修繕
大磯町 大磯町 大磯39号線 山王橋 橋梁 修繕
大磯町 大磯町 大磯7号線 神明前橋 橋梁 修繕
大磯町 大磯町 町道幹線23号線 西奥沢橋 橋梁 修繕
大磯町 大磯町 東町23号線 北浜岳橋 橋梁 修繕
大磯町 点検計画

大磯町トンネル長寿命化修繕計画
大磯町 大磯町 幹線16号線 城山トンネル トンネル 修繕

二宮町橋梁長寿命化修繕計画
二宮町 二宮町 １級町道１６号線 中里第二架道橋 橋梁 修繕
二宮町 二宮町 町道中里６３号線 峯山架道橋 橋梁 修繕
二宮町 点検計画

中井町橋梁長寿命化修繕計画
中井町 中井町 町道境平沢線 境大橋（新） 橋梁 修繕
中井町 中井町 町道五所宮幹線 旭橋歩道橋 橋梁 修繕

大井町橋梁長寿命化修繕計画
大井町 大井町 町道５４６号線 赤田橋 橋梁 修繕
大井町 大井町 町道８号線 矢頭橋 橋梁 修繕
大井町 点検計画

松田町橋梁長寿命化修繕計画
松田町 点検計画

山北町橋梁長寿命化修繕計画
山北町 山北町 町道6号共和清水線 新都夫良野橋 橋梁 修繕
山北町 点検計画

開成町橋梁長寿命化修繕計画
開成町 開成町 町道131-6号線 131-6-1橋 橋梁 修繕
開成町 開成町 町道201号線 十文字橋 橋梁 修繕
開成町 開成町 町道235号線 235-1橋 橋梁 修繕
開成町 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
神奈川県

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

箱根町橋梁長寿命化修繕計画
箱根町 点検計画

真鶴町橋梁長寿命化修繕計画
真鶴町 真鶴町 町道真第430号線 大猿橋 橋梁 修繕

湯河原町橋梁長寿命化修繕計画
湯河原町 湯河原町 町道土肥15号線 山下橋 橋梁 修繕
湯河原町 湯河原町 町道湯元通り線 藤木橋 橋梁 修繕
湯河原町 点検計画

愛川町橋梁長寿命化修繕計画
愛川町 愛川町 町道角田1643号線 角田１２６号橋 橋梁 修繕
愛川町 点検計画

清川村橋梁長寿命化修繕計画
清川村 点検計画



神 奈 川 県

水管理・国土保全局



令和４年度当初予算　河川事業（直轄・神奈川県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

多摩川 多摩川 一般河川改修事業 959　
≪東京都
と うきょ うと

≫日野市
ひ の し

≪神奈川県
か なが わ けん

≫川崎市
か わさ きし

相模川 相模川 一般河川改修事業 377　 平塚市
ひらつ かし

鶴見川 鶴見川 流域治水整備事業 483　 横浜市
よ こ は まし

多摩川 多摩川 河川都市基盤整備事業 249　
≪東京都
と うきょ うと

≫日野市
ひ の し

≪神奈川県
か なが わ けん

≫川崎市
か わさ きし

多摩川 多摩川 河川工作物関連応急対策事業 50　
≪東京都
と うきょ うと

≫狛江市
こ ま え し

≪神奈川県
か なが わ けん

≫川崎市
か わさ きし

多摩川 総合水系環境整備事業 91　

≪東京都
と うきょ うと

≫青梅市
お う め し

、羽村市
は む ら し

、福生市
ふ っ さ し

、あきる野市
の し

、

　　　　　　　昭島市
あ き し まし

、八王子市
は ち お う じ し

、日野市
ひ の し

、立川市
たちか わし

、国立市
く に た ちし

、

　　　　　　　府中市
ふ ち ゅ う し

、調布市
ち ょ う ふ し

、狛江市
こ ま え し

、多摩市
た ま し

、稲城市
い な ぎ し

、

　　　　　　　世田谷区
せ た が や く

、大田区
お お た く

≪神奈川県
か なが わ けん

≫川崎市
か わさ きし

鶴見川 総合水系環境整備事業 44　 横浜市
よ こ は まし

、川崎市
か わさ きし

（※）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・神奈川県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

相模川 相模川 事業間連携河川事業 160　 海老名市
え び な し

引地川 引地川 事業間連携河川事業 200　 藤沢市
ふじさわし

、綾瀬市
あ や せ し

多摩川
五反田川

（五反田川放水路）
大規模特定河川事業 1,320　 川崎市

かわさきし

鶴見川 恩田川 大規模特定河川事業 227　 横浜市
よこはまし

鶴見川 矢上川 大規模特定河川事業 1,064　 川崎市
かわさきし

相模川 相模川 大規模特定河川事業 50　 相模原市
さ が み は ら し

、厚木市
あ つ ぎ し

、海老名市
え び な し

相模川 小出川 大規模特定河川事業 439　 茅ヶ崎市
ち が さ き し

、寒川町
さむかわまち

相模川 永池川 大規模特定河川事業 290　 海老名市
え び な し

帷子川 帷子川 大規模特定河川事業 345　 横浜市
よこはまし

帷子川 今井川 大規模特定河川事業 117　 横浜市
よこはまし

境川 境川（下流） 大規模特定河川事業 264　 藤沢市
ふじさわし

境川 境川（上流） 大規模特定河川事業 570　 横浜市
よこはまし

、大和市
や ま と し

境川 柏尾川 大規模特定河川事業 10　 横浜市
よこはまし

金目川 金目川 大規模特定河川事業 120　 平塚市
ひらつかし

山王川 山王川 大規模特定河川事業 604　 小田原市
お だ わ ら し

鶴見川　外 鶴見川　外 河川メンテナンス事業 261　 ※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・神奈川県）

※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

川崎
かわさき

市
し

鶴見川 鶴見川 恩廻公園調節池

横浜市
よこはまし

帷子川 帷子川 帷子川分水路

箱根町
はこねまち

早川 早川 湖尻水門

特定構造物更新事業

神奈川県



神奈川県

　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。

( 341)

河川整備事業費 32 

　治水ダム等建設事業費補助

( 341)

　　建設工事 32 

( 341)

相模ダム 32 ※１

(注)　備考欄の※１の事業については、利水ダム治水機能施設整備費補助によるものである。

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・神奈川県）

（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 山北町 3 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・神奈川県）

別　　　紙

実施主体 市町村名 水系名 河川名 ダム名

神奈川県 山北町 酒匂川 河内川 三保ダム



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 かなめがわ よしのさわ いせはらし ぜんば さぼうえんていこう

砂防等事業 金目川 吉ノ沢 伊勢原市 善波 砂防堰堤工 25

はやかわ せとざわ あしがらしもぐん はこねまち みやぎの さぼうえんていこう

早川 瀬戸沢 足柄下郡 箱根町 宮城野 砂防堰堤工 75

合計 ２箇所 100

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（神奈川県　1/5）

所在地
事業区分 水系名 渓流名



地すべり
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

大規模特定 おおさわ みうらぐん はやままち かみやまぐち くいこう

砂防等事業 大沢 三浦郡 葉山町 上山口 杭工 22

おおわくさわ あしがらしもぐん はこねまち せんごくはら あんかーこう

大涌沢 足柄下郡 箱根町 仙石原 アンカー工 34

小計 ２箇所 56

事業間連携 そううんざん あしがらしもぐん はこねまち ごうら あんかーこう

砂防等事業 早雲山 足柄下郡 箱根町 強羅 アンカー工 170

小計 １箇所 170

３箇所 226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（神奈川県　2/5）

事業区分 水系名 渓流名 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 くびりいっちょうめＤ よこすかし くびりいっちょうめ のりめんこう

砂防等事業 久比里１丁目Ｄ 横須賀市 久比里１丁目 法面工 13.5

にしくぼちょうにし よこはまし ほどがやく にしくぼちょう のりめんこう

西久保町西 横浜市 保土ヶ谷区 西久保町 法面工 24

どうちゅう あしがらしもぐん ゆがわらまち みやかみ のりめんこう

道中 足柄下郡 湯河原町 宮上 法面工 46.8

３箇所 84.3
※急傾斜の事業費は補助基本額である

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（神奈川県　3/5）

事業区分 水系名 渓流名 所在地



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 ゆのさわ　ほか あしがらがみぐん　ほか やまきたまち　ほか なかがわ　ほか ろうきゅうかたいさく

事業 湯ノ沢　外 足柄上郡　外 山北町　外 中川　外 老朽化対策 251

１箇所 251
※急傾斜の事業費は補助基本額である

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（神奈川県　4/5）

事業区分 水系名
渓流名
箇所名

所在地



※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

やまきたまち ゆのさわ ゆさわえんてい

神奈川県 山北町 湯ノ沢 湯澤堰堤 砂防堰堤工 改築
はこねまち おおわくさわ　ほか じごくだにえんてい　とう

箱根町 大涌沢　外 地獄谷堰堤　等 砂防堰堤工 改築
はだのし かなめがわ　ほか はるたけだいいちごういしえんてい　とう

秦野市 金目川　外 春嶽第一号石堰堤　等 砂防堰堤工 改築
あいかわまち みなみさわ だいいちごういしえんてい

愛川町 南沢 第一号石堰堤 砂防堰堤工 改築
さがみはらし あづがわ　ほか せきろうえんてい　とう

相模原市 阿津川　外 石老堰堤　等 砂防堰堤工 改築
いせはらし みなみAさわ はちだんえんてい

伊勢原市 南Ａ沢 八段堰堤 砂防堰堤工 改築
あつぎし にのあしさわ だいにごういしえんてい

厚木市 二の足沢 第二号石堰堤 砂防堰堤工 改築

令和４年度　当初予算　砂防メンテナンス事業箇所表（神奈川県　5/5）

事業主体名 市町村名
渓流名
箇所名



関東地方整備局（神奈川県） （単位：百万円）

海岸保全施設整備事業 西湘海岸 二宮町
にのみやまち

800

神奈川県　計 800

備考

令和４年度当初　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



神奈川県 （単位：百万円）

海岸メンテナンス事業 鎌倉海岸 鎌倉
かまくら

市
し

40 ※個別内容については、別紙参照

神奈川県　計 40

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・神奈川県）

※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

神奈川県 鎌倉市 鎌倉海岸メンテナンス事業 消波工



令和４年度当初予算　下水道事業

都道府県名：神奈川県 （単位：千円）

横浜駅周辺地区大規模雨水処理施設
整備事業

横浜市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

1,500,000 750,000

飯島地区大規模雨水処理施設整備事
業

横浜市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

900,000 450,000

横浜市雨水排水施設大規模雨水処理
施設整備事業

横浜市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

183,480 91,740

入江崎総合スラッジセンター汚泥処
理施設脱炭素化推進事業

川崎市 下水道脱炭素化推進事業 318,182 175,000

土橋地区大規模雨水処理施設整備事
業

川崎市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

190,350 95,175

三沢川地区大規模雨水処理施設整備
事業

川崎市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

39,650 19,825

南橋本地区ほか大規模雨水処理施設
整備事業

相模原市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

1,870,212 935,106

厚木排水区大規模雨水処理施設整備
事業

厚木市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

349,510 174,755

事業名 事業主体 事業種別 事業費 国費

計 5,351,384 2,691,601



神　奈　川　県

都市局



※市町村名は令和4年3月31日現在である。
種　　　別：　国営公園等
所　　　管：　国土交通省
都道府県名：　神奈川県

（単位：百万円）

整備 明治記念大磯邸園 中郡大磯町 2,513

令和４年度　予算箇所表

工種 公園名 市町村名 事業費 備考



神奈川県

（項）国営公園等事業費（目）都市公園事業費補助（目細）都市公園事業費補助

（単位：千円）

用地費 施設費 計

0 17,000 17,000

0 8,500 8,500

0 300,000 300,000

0 150,000 150,000

0 317,000 317,000

0 158,500 158,500

（注）「内示額」欄の上段は事業費、下段は国費を記載している。

令和４年度当初予算　社会課題対応型都市公園機能向上促進事業

都市名 事業主体
新規
継続

事業名 補助率
内示額

備   考

合　　計

1/2新規

横浜市社会課題対応型都市
公園機能向上促進事業（美
しが丘公園、港南台北公
園、鴨池公園）

横浜市 横浜市

新規
横浜市社会課題対応型都市
公園機能向上促進事業（小
柴自然公園）

1/2



令和４年度　当初予算配分

一般会計　（組織）国土交通本省　 神奈川県

（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

10,400

横須賀市 横須賀市 新規 追浜駅周辺地区② 1/2 5,200

119,000

藤沢市 藤沢市 継続 藤沢駅周辺地区（第2期） 1/2 59,500

751,400

藤沢市 藤沢市 新規 村岡新駅周辺地区 1/2 375,700

265,800

小田原市 小田原市 継続 小田原駅周辺地区(第3期) 1/2 132,900

1/2, 16,842

小田原市 小田原市 継続 箱根板橋駅・南町周辺地区(第2期) 4.5/10 8,000

1/2, 138,947

厚木市 厚木市 新規 本厚木駅周辺地区 4.5/10 66,000

132,400

海老名市 海老名市 継続 厚木駅周辺地区 1/2 66,200

1,434,789

合計 713,500

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　 神奈川県

（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

4,000

川崎市 民間事業者 継続 小杉駅周辺地区 1/2 2,000 まちなかウォーカブル推進事業

4,000

合計 2,000

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　 神奈川県

（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

6,000

横須賀市 横須賀市 新規 横須賀市都市計画区域 1/2 3,000 都市空間情報デジタル基盤構築支援事業

6,000

合計 3,000

内示額について、下段を国費とする。



令和4年度　
　街路交通調査費補助（土地区画整理事業調査） 神奈川県
　（項）地域連携道路事業費　（目）道路調査費補助　（目細）街路交通調査費補助

（単位：千円）
調査 継続

都市名 主体 新規 箇　所　名 補助率 内示額 摘　　要
12,300

藤沢市 市 継続 健康と文化の森地区 1/3 4,100

12,300
合計 4,100

下段は国費である。



令和４年度

街路交通調査 神奈川県
（単位：千円）

（ 3,600 ）
1,200

（ 10,200 ）

3,400

計 （ 13,800 ）
4,600

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

街路交通調査費補助(総
合都市交通体系調査)

藤沢市管内 藤沢市 継 1/3
藤沢市都市交通マス
タープラン等策定調
査

街路交通調査費補助(総
合都市交通体系調査)

東京都市圏 県 継 1/3
東京都市圏総合都市
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 国庫補助額 摘要



令和４年度

街路交通調査 川崎市
（単位：千円）

（ 3,600 ）
1,200

計 （ 3,600 ）
1,200

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)

東京都市圏 市 継 1/3
東京都市圏総合都市
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

街路交通調査 横浜市
（単位：千円）

（ 3,600 ）
1,200

計 （ 3,600 ）
1,200

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

街路交通調査費補助(総
合都市交通体系調査)

東京都市圏 市 継 1/3
東京都市圏総合都市
交通体系調査

国庫補助額 摘要
整理
番号

事業名 都市名
事業
主体

継/新 補助率



令和４年度

街路交通調査 相模原市
（単位：千円）

（ 3,600 ）
1,200

計 （ 3,600 ）
1,200

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)

東京都市圏 市 継 1/3
東京都市圏総合都市
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:神奈川県 (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） 横浜藤沢線 鎌倉市 関谷工区 134

改築 （都） 環状3号線 横浜市 汲沢地区、南戸塚地区、戸塚地区 1,100

改築 （都） 横浜藤沢線 横浜市 田谷小雀地区 300

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:神奈川県 (単位: 百万円)

工種 路線名 市町村名 事業名（箇所） 事業費

補助事業

連続立体交差 相模鉄道本線 横浜市 鶴ヶ峰駅付近 630

連続立体交差 京浜急行電鉄大師線 川崎市 小島新田駅～鈴木町駅間 2,320

連続立体交差 ＪＲ南武線 川崎市 矢向駅～武蔵小杉駅間 330 着工準備

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:神奈川県 (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 横浜市 樹源寺踏切道 横浜市 210

踏切道改良計画事業 横浜市 八丁畷第1踏切道 横浜市 14

踏切道改良計画事業 横浜市 菊名3号踏切道 横浜市 1

踏切道改良計画事業 川崎市 武蔵小杉1号踏切道 川崎市 626

踏切道改良計画事業 相模原市 相模大野6号踏切道 相模原市 2

踏切道改良計画事業 相模原市 小田急相模原1号踏切道 相模原市 3

踏切道改良計画事業 相模原市 原当麻第一踏切道 相模原市 62

踏切道改良計画事業 小田原市 富水2号踏切道 神奈川県 5



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:神奈川県 (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 神奈川県 神奈川県無電柱化推進計画事業 295

(国)129号(大神)〔平塚市〕、(国)134号(根岸町)〔横須
賀市〕、(国)134号(初声町)〔三浦市〕、(国)255号(栄町)
〔小田原市〕、(国)412号(林)〔厚木市〕、(主)戸塚茅ヶ崎
(辻堂元町)〔藤沢市〕、(主)小田原山北(久野)〔小田原
市〕、(主)湯河原箱根仙石原(土肥)〔湯河原町〕、(主)
藤沢座間厚木(早川)〔綾瀬市〕、(主)平塚伊勢原(伊勢
原)〔伊勢原市〕、(主)原宿六ﾂ浦(岩瀬)〔鎌倉市〕、(一)
堀山下秦野停車場(本町)〔秦野市〕

無電柱化推進計画事業 川崎市 川崎市無電柱化推進計画事業 1,308

(主)世田谷町田、(一)鶴見溝ﾉ口線、(市)南幸町渡田
線、(都)柿生町田線、(都)丸子中山茅ヶ崎線(小杉御
殿工区)、(都)宮内新横浜線(宮内工区)、(都)野川柿生
線(久本工区)、(都)世田谷町田線(片平工区)、(都)菅
早野線(下麻生工区)、(都)菅早野線(白山工区)、(都)
世田谷町田線(上麻生)

無電柱化推進計画事業 横浜市 横浜市無電柱化推進計画事業 1,236

(主)横浜伊勢原(立場地区)、(主)横浜上麻生ほか1路
線(青葉区役所周辺地区)、(主)山下本牧磯子線(西
町･新山下地区)、(主)環状2号線(上末吉～羽沢地
区)、(主)原宿六ﾂ浦(笠間地区)、(主)鶴見溝ﾉ口線、
(主)環状2号(菅田･岸根地区)、(主)環状2号(森地区)、
(市)谷津第481号線ほか1路線(金沢区役所周辺地
区)、(市)末吉橋第121号線、(市)環状3号線(杉田港南
台地区)、(都) 桂町戸塚遠藤線、(都) 長津田駅南口線



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:神奈川県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名(箇所) 事業費 備考

無電柱化推進計画事業 相模原市 相模原市無電柱化推進計画事業 27 (市)相模氷川



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:神奈川県 (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） 神奈川県 神奈川県通学路緊急対策推進計画 389
大道小学校、小出小学校、広畑小学校、座間小学
校、国府小学校、井ノ口小学校、大井小学校、開成
小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 横浜市 横浜市通学路緊急対策推進計画 20
あざみ野第一小学校、荏子田小学校、榎が丘小学
校、恩田小学校、小田小学校、美しが丘西小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 相模原市 相模原市通学路緊急対策推進計画 28

宮上小学校、串川小学校、桂北小学校、向陽小学
校、広田小学校、広陵小学校、根小屋小学校、作の
口小学校、桜台小学校、湘南小学校、上溝小学校、
新宿小学校、川尻小学校、双葉小学校、大沢小学
校、大野小学校、大野北小学校、中野小学校、鳥屋
小学校、津久井中央小学校、鶴の台小学校、田名小
学校、田名北小学校、藤野小学校、藤野南小学校、
藤野北小学校、南大野小学校、二本松小学校、富士
見小学校、並木小学校、夢の丘小学校、陽光台小学
校、緑台小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 横須賀市 神奈川県横須賀市通学路緊急対策推進計画 421 逸見小学校、諏訪小学校、豊島小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 藤沢市 神奈川県藤沢市通学路緊急対策推進計画 34 六会小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 茅ヶ崎市 神奈川県茅ヶ崎市通学路緊急対策推進計画 88 香川小学校、浜之郷小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 秦野市 神奈川県秦野市通学路緊急対策推進計画 155
広畑小学校、渋沢小学校、上小学校、西小学校、鶴
巻小学校、東小学校、南小学校、北小学校、本町小
学校、末広小学校



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:神奈川県 (単位: 百万円) 

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

交通安全対策（通学路緊急対策） 伊勢原市 神奈川県伊勢原市通学路緊急対策推進計画 38 成瀬小学校、大田小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 寒川町 神奈川県寒川町通学路緊急対策推進計画 25 南小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 大磯町 神奈川県大磯町通学路緊急対策推進計画 9 国府小学校、大磯小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 大井町 神奈川県大井町通学路緊急対策推進計画 25 大井小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 松田町 神奈川県松田町通学路緊急対策推進計画 8 松田小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 愛川町 神奈川県愛川町通学路緊急対策推進計画 8 菅原小学校



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:神奈川県

整備計画名 要素事業名 市町村名 事業主体

一般国道467号　朝日町 藤沢市 神奈川県

（主）藤沢平塚線　下寺尾他 茅ヶ崎市 神奈川県

（一）曽屋鶴巻線　下大槻 秦野市 神奈川県

（都）座間南林間線 座間市 神奈川県

（主）相模原大磯線　月京 大磯町 神奈川県

（主）平塚松田線　井ノ口交差点 中井町 神奈川県

（主）松田国府津線　金子 大井町 神奈川県

（一）怒田開成小田原線　金井島 開成町 神奈川県

（市）黒須田第133号線　青葉区あざみ野４丁目 横浜市 横浜市

（市）美しが丘西第14号線　青葉区美しが丘西１丁目 横浜市 横浜市

（市）美しが丘西第345号線　青葉区荏子田３丁目 横浜市 横浜市

（市）杉田第38号線、（市）杉田第279号線、（市）杉田第381号線　磯子区杉田8丁目 横浜市 横浜市

（市）青葉台第270号線　青葉区松風台 横浜市 横浜市

（市）奈良第186号線　青葉区すみよし台 横浜市 横浜市

一般国道412号　緑区長竹1931-1付近(国道412号） 相模原市 相模原市

一般国道413号　緑区城山4-1付近　横断歩道 相模原市 相模原市

（主）厚木愛川津久井　緑区根小屋1564-1 相模原市 相模原市

（主）山北藤野　緑区牧野4327付近 相模原市 相模原市

（主）鍛冶谷相模原　緑区向原1-6　県道48号付近（中原信号） 相模原市 相模原市

（一）吉野上野原停車場　緑区日連662番地付近～832番地付近 相模原市 相模原市

（一）吉野上野原停車場　緑区名倉415番4地付近～2805番地付近 相模原市 相模原市

（一）厚木城山　南区当麻2316付近 相模原市 相模原市

（一）厚木城山　緑区二本松2-24 二本松小学校入口交差点 相模原市 相模原市

（一）相模原立川　横山公園横の下り坂 相模原市 相模原市

（一）太井上依知　緑区小倉409-4付近　横断歩道 相模原市 相模原市

（一）長竹川尻　緑区小倉345付近　山道付近横断歩道 相模原市 相模原市

（一）鳥屋川尻　緑区三井県道513号バス停前（三井、三井地域センター付近交差点） 相模原市 相模原市

（一）鳥屋川尻　緑区中沢966付近　横断歩道 相模原市 相模原市

（一）鳥屋川尻　緑区中野16-1付近　交差点 相模原市 相模原市

（一）鳥屋川尻　緑区鳥屋317付近 相模原市 相模原市

（一）棡原藤野　緑区佐野川2418-1付近 相模原市 相模原市

（一）棡原藤野　緑区佐野川3327-1付近から緑区佐野川2418-1付近 相模原市 相模原市

（市）磯部上出口南区相模台団地交差点 相模原市 相模原市

（市）橋沢新町　緑区吉野433番地1付近～1431番地付近 相模原市 相模原市

（市）相原界松風橋　緑区広田11付近 相模原市 相模原市

（市）鍛冶屋窪沼　緑区長竹1455-13付近（運動公園前信号）から緑区青山633-1付近（国道412号）相模原市 相模原市

（市）中野三ヶ木　三ヶ木交差点～津久井中央保育園 相模原市 相模原市

（市）東林間　南区上鶴間1-15付近（1工区） 相模原市 相模原市

（市）南大野　南区上鶴間1-31付近（幸園前・深堀橋付近） 相模原市 相模原市

（市）淵野辺中和田　南区古淵5-27付近 相模原市 相模原市

（市）名手又野　緑区又野名手橋 相模原市 相模原市

（市）陽原田尻　中央区田名7018付近 相模原市 相模原市

（市）下九沢152号　緑区下九沢543-6付近 相模原市 相模原市

（市）新宿クゴト　緑区三ヶ木387-1付近 相模原市 相模原市

（市）すすきの25号　中央区すすきの町31からすすきの保育園周辺までの歩道 相模原市 相模原市

（市）鮎釣街道　緑区原宿南2-39-7付近 相模原市 相模原市

（市）下九沢383号　緑区二本松2-35付近 相模原市 相模原市

（市）下溝10号・御園19号　南区御園3-1 相模原市 相模原市

（市）橋本大河原　緑区橋本4丁目(交差点)から緑区橋本4-11-1(宮上小学校)まで 相模原市 相模原市

（市）向原7号　緑区向原2-1-46付近 相模原市 相模原市

（市）向原南18号　緑区向原3-16-2付近 相模原市 相模原市

（市）小山54号　中央区宮下本町1丁目1-29、1-30の歩道 相模原市 相模原市

（市）上溝17号　中央区光が丘1丁目10～2丁目18先（1工区） 相模原市 相模原市

神奈川県通学路緊急対策推進計画

横浜市通学路緊急対策推進計画

相模原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:神奈川県

整備計画名 要素事業名 市町村名 事業主体

（市）上溝17号　中央区光が丘1丁目10～2丁目18先（2工区） 相模原市 相模原市

（市）上溝234号　中央公園(上溝6-4)通りの十字路 相模原市 相模原市

（市）上溝332号　中央区上溝2474-13付近 相模原市 相模原市

（市）上溝高校前通　中央区上溝3-16-1先（1工区） 相模原市 相模原市

（市）上溝高校前通　中央区上溝3-16-1先（2工区） 相模原市 相模原市

（市）上鶴間　南区旭町24付近　本校東門出口 相模原市 相模原市

（市）上鶴間462号　南区上鶴間1-13付近（2工区） 相模原市 相模原市

（市）上矢部30号　変則五差路カーブミラー 相模原市 相模原市

（市）上矢部淵野辺　中央区淵野辺2丁目24-5先 相模原市 相模原市

（市）上矢部淵野辺　中央区淵野辺2丁目28-18先 相模原市 相模原市

（市）新磯野19号　南区新磯野3丁目10-21付近 相模原市 相模原市

（市）西橋本14号・西橋本16号　緑区西橋本4-4付近 相模原市 相模原市

（市）相原100号　緑区二本松3-9と二本松3-15付近 相模原市 相模原市

（市）相模原70号　中央区相模原1-5-3付近から横断歩道までの一方通行の道路 相模原市 相模原市

（市）大沼9号　南区古淵3-16-10付近 相模原市 相模原市

（市）大島150号　緑区大島2250　日々神社から日々神社前までの道路 相模原市 相模原市

（市）田名310号　中央区田名5096付近 相模原市 相模原市

（市）田名314号　中央区田名5112付近 相模原市 相模原市

（市）田名452号　中央区田名1932-1～田名1998付近 相模原市 相模原市

（市）田名461号　中央区田名1981付近 相模原市 相模原市

（市）東橋本43号　緑区東橋本2-22-1から東橋本2-29-11 相模原市 相模原市

（市）東林間13号　南区東林間2丁目3付近（1工区） 相模原市 相模原市

（市）東林間13号　南区東林間2丁目3付近（2工区） 相模原市 相模原市

（市）東林間54号　南区東林間2丁目10付近 相模原市 相模原市

（市）富士見8号　中央区富士見3丁目2付近 相模原市 相模原市

（市）富士見丸崎　中央区陽光台3-21-44付近 相模原市 相模原市

（市）堀之内陽原　中央区田名5063付近 相模原市 相模原市

（市）本町1号・東原4号　緑区与瀬1200付近 相模原市 相模原市

（市）657号（上町坂本線） 横須賀市 横須賀市

（市）676，（市）1617号（若松日の出線） 横須賀市 横須賀市

（都）市内環状線　（第１期） 横須賀市 横須賀市

神奈川県藤沢市通学路緊急対策推進計画 （都）善行長後線　六会工区 藤沢市 藤沢市

（市）0205号線(香川甘沼線(西工区)) 茅ヶ崎市 茅ヶ崎市

（市）5471号線外1路線(高田萩園線) 茅ヶ崎市 茅ヶ崎市

（市）17号線・（市）沼代新町10号線・（市）堀西16号線 秦野市 秦野市

（市）17号線・（市）並木町19号線 秦野市 秦野市

（市）2号線 秦野市 秦野市

（市）3号線 秦野市 秦野市

（市）4号線・（市）53号線 秦野市 秦野市

（市）5号線・（市）62号線 秦野市 秦野市

（市）7号線 秦野市 秦野市

（市）7号線・県道613号 秦野市 秦野市

（市）59号線 秦野市 秦野市

（市）61号線　第１工区（カラー舗装） 秦野市 秦野市

（市）61号線　第２工区（安全施設） 秦野市 秦野市

（市）61号線・（市）名古木23号線 秦野市 秦野市

（市）61号線・（市）名古木36号線 秦野市 秦野市

（市）71号線 秦野市 秦野市

（市）76号線・（市）堀川38号線 秦野市 秦野市

（市）78号線 秦野市 秦野市

（市）渋沢一丁目13号線 秦野市 秦野市

（市）鶴巻南二丁目12号線・県道613号 秦野市 秦野市

（市）菩提27号線 秦野市 秦野市

神奈川県秦野市通学路緊急対策推進計画

神奈川県茅ヶ崎市通学路緊急対策推進計画

相模原市通学路緊急対策推進計画

神奈川県横須賀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:神奈川県

整備計画名 要素事業名 市町村名 事業主体

（市）菩提32号線　第１工区（道路改良） 秦野市 秦野市

（市）菩提32号線　第２工区（カラー舗装） 秦野市 秦野市

（市）末広町4号線・（市）末広町2号線 秦野市 秦野市

（市）落合20号線 秦野市 秦野市

（市）4号線 伊勢原市 伊勢原市

（市）58号線・（市）846号線 伊勢原市 伊勢原市

神奈川県寒川町通学路緊急対策推進計画 （町）大曲14号線　寒川町大曲2-6-28番地先 寒川町 寒川町

（町）幹線16号線　西小磯729番地～西小磯752番地 大磯町 大磯町

（町）幹線16号線　西小磯757番地～東小磯348番地 大磯町 大磯町

（町）大磯高麗１号線 大磯町 大磯町

（町）幹線13号線 大磯町 大磯町

（町）幹線24号線 大磯町 大磯町

（町）15号線 大井町 大井町

（町）18号線　金子(根岸下) 大井町 大井町

神奈川県松田町通学路緊急対策推進計画 （町）19号線　町屋地区 松田町 松田町

神奈川県愛川町通学路緊急対策推進計画 （町）中津２３１号線 愛川町 愛川町

神奈川県秦野市通学路緊急対策推進計画

神奈川県伊勢原市通学路緊急対策推進計画

神奈川県大磯町通学路緊急対策推進計画

神奈川県大井町通学路緊急対策推進計画



神 奈 川 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 神奈川県
地区名 事業名 事業費 備考

厚木緑ヶ丘地区 地域居住機能再生推進事業 683,278
川崎中野島地区 地域居住機能再生推進事業 6,406
川崎初山・南平地区 地域居住機能再生推進事業 663,890

1,353,574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 神奈川県
地区名 事業名 事業費 備考

横浜市 空き家対策総合支援事業 22,160
22,160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 神奈川県
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 844,064
844,064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 神奈川県
地区名 事業名 事業費 備考

横浜駅きた西口鶴屋地区 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 1,651,590
1,651,590合計



防災・省エネまちづくり緊急促進事業　実施計画（令和４年度　当初配分）

（単位：千円）

都道府県 神奈川県
地区名 事業名 事業費 備考

横浜駅きた西口鶴屋地区 防災・省エネまちづくり緊急促進事業 2,490,148
2,490,148合計



港 湾 局

(単位：百万円)

事業区分 区分別事業費

神奈川県
神奈川県
神奈川県国 際 戦 略 港 湾 川 崎 川 崎 市 小 計 15,502
神奈川県 直 轄 15,367
神奈川県 補 助 135
神奈川県
神奈川県 横 浜 横 浜 市 小 計 28,098
神奈川県 直 轄 22,184
神奈川県 補 助 784
神奈川県 貸 付 5,130
神奈川県
神奈川県統 合 補 助 統 合 補 助 神 奈 川 県 小 計 21
神奈川県 補 助 21
神奈川県
神奈川県

統合補助(横
浜 市 )

横 浜 市 小 計 341
神奈川県 補 助 341
神奈川県
神奈川県

統合補助(横
須 賀 市 )

横 須 賀 市 小 計 81
神奈川県 補 助 81
神奈川県
神奈川県航 路 東 京 湾 中 央 国 小 計 715
神奈川県 直 轄 715
神奈川県

44,758
※東京湾中央航路については、千葉県と神奈川県にまたがっているため、両県に記載している。

港湾管理者

神 奈 川 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
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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 
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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

神奈川県 （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 横浜海上防災基地 横浜市　中区 165 津波対策

横浜第２地方合同庁舎 横浜市　中区 47 自動火災報知設備改修

横浜港北地方合同庁舎 横浜市　港北区 41 エレベーター設備改修

［財政投融資特別会計］
特定国有財産整備費 横浜地方合同庁舎 横浜市　中区 1,161 新営事業（ＰＦＩ）

合　　計
1,414



神 奈 川 県

不動産・建設経済局



神奈川県

事業費

13.300

神奈川県 13.300計

社会資本整備円滑化地籍整備事業費補助 川崎市

事業名 事業主体 備考

令和４年度　配分予算

（不動産・建設経済局地籍整備課所管　補助事業）

（単位：百万円）



令和４年度当初予算　社会資本整備総合交付金の配分

（神奈川県）
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

神奈川県内におけるうるおいと
やすらぎのある水辺づくり

神奈川県 10,000 

地域制緑地の保全と安全安心な
まちづくり（第２期）

神奈川県 137,500 

神奈川県市街地再開発等重点整
備計画(Ⅲ期)

神奈川県 125,149 

相模湾の港湾における安全で快
適な港づくり

神奈川県 60,000 

さがみ縦貫道路周辺の都市基盤
整備（第Ⅲ期）

神奈川県,平塚市,藤沢市 225,071 

１.多様な交流を支える道路網の
整備

神奈川県,伊勢原市,厚木市,茅ヶ崎市 1,476,053 

神奈川県都市公園整備計画（第
三期）

神奈川県 124,000 

神奈川県における下水道事業の
推進（重点計画）

神奈川県 577,023 

神奈川県狭あい道路整備計画

神奈川県,横須賀市,平塚市,鎌倉市,藤沢市,
小田原市,茅ヶ崎市,逗子市,秦野市,厚木市,
大和市,伊勢原市,海老名市,座間市,綾瀬市,
寒川町,大磯町,二宮町,中井町,大井町,松田
町,開成町,箱根町,愛川町

422,599 

神奈川県市街地再開発等整備計
画(Ⅲ期)

神奈川県 413,017 

神奈川県地域住宅等重点整備計
画

神奈川県,横須賀市,鎌倉市,茅ヶ崎市,三浦
市,山北町

2,392,618 

神奈川県地域住宅等整備計画

神奈川県,横須賀市,藤沢市,小田原市,茅ヶ
崎市,逗子市,秦野市,厚木市,大和市,伊勢原
市,海老名市,南足柄市,松田町,山北町,開成
町,平塚市,鎌倉市,三浦市,綾瀬市,葉山町,
二宮町,中井町,大井町,箱根町,湯河原町,愛
川町,清川村

1,537,428 

８.地域や拠点の連携を強化する
道路ネットワークの機能確保

藤沢市,小田原市,茅ヶ崎市,伊勢原市,海老
名市,綾瀬市,大磯町,大井町,松田町,山北
町,箱根町,真鶴町,南足柄市,愛川町

88,068 



（神奈川県）
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

横浜市狭あい道路整備計画 横浜市 179,400 

良好な居住環境の確保と市街地
環境整備改善計画

横浜市 5,225 

横浜市緑の保全事業（重点計
画）

横浜市 556,783 

横浜市緑の保全事業 横浜市 140,467 

横浜市における安全・安心で環
境に配慮した住まい・まちづく
りの実現（第３期）

横浜市 2,145,015 

既成市街地における安全で安心
できるまちづくり(第３期)

横浜市 212,675 

国際的なイベントに関連する都
市公園の整備　その２

横浜市 217,000 

６　横浜市バリアフリー環境整
備計画

横浜市 8,332 

横浜経済の活性化と市民生活を
豊かにする総合港湾づくり

横浜市 375,000 

横浜市下水道整備計画（その
３）

横浜市 2,352,568 

市街地開発事業によるまちづく
り（第２期）

横浜市 61,483 

鉄道駅の新設に伴う道路ネット
ワークの形成（第２期）

横浜市 506,816 

都市基盤整備による拠点駅周辺
の都市機能の拡充（第３期）

横浜市 7,600 

みなとみらい２１中央地区都市
再生整備計画事業

横浜市 178,300 



（神奈川県）
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

綱島駅東口周辺地区都市再生整
備計画事業

横浜市 228,600 

１　体系的な道路ネットワーク
の形成を図る道路整備計画

横浜市 205,901 

２　駅等へのアクセス向上に資
する道路整備計画

横浜市 840,538 

地域まちづくりの核となるとと
もに多様なニーズにこたえる公
園づくり

横浜市 1,355,000 

市街地開発事業による東高島駅
周辺のまちづくり（第２期）

横浜市 10,000 

横浜市における脱炭素社会の実
現に向けた良質な住宅ストック
形成計画

横浜市 9,877 

川崎臨海部の活性化を牽引する
戦略的な拠点形成及び交通機能
強化

川崎市 38,300 

川崎市内における道路交通の円
滑化を促進する道路整備

川崎市 267,550 

川崎市公共下水道　社会資本総
合整備計画

川崎市 1,345,646 

多様な緑のネットワーク形成と
人に優しいみどりのまちづくり

川崎市 204,769 

南武線駅アクセス向上等整備事
業

川崎市 199,000 

小杉駅周辺地区市街地の活性化
（第３期計画）

川崎市 305,500 

川崎駅周辺地区市街地の活性化
（第２期計画）

川崎市 10,900 

全国都市緑化フェア開催に関連
する都市公園の整備

川崎市 74,490 



（神奈川県）
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

登戸・向ヶ丘遊園駅周辺地区の
活性化

川崎市 5,040 

川崎市地域住宅等整備計画（３
期）

川崎市 1,489,900 

相模原市緑地保全事業 相模原市 202,438 

相模原市地域住宅等整備計画
（相模原市地域住宅計画）

相模原市 5,179 

広域的な交流や都市力を高める
基盤整備（第二期）

相模原市 75,450 

相模原市麻溝台・新磯野第一整
備地区土地区画整理事業（産
業・みどり・文化・生活などが
融合した新たな都市づくりを進
める拠点の整備）（第二期）

相模原市 103,464 

官民連携による長井海の手公園
賑わい拠点創出事業

横須賀市 69,863 

横須賀市みどりの保全及び創出
事業（第３期）

横須賀市 22,000 

横須賀市集約型都市構造形成事
業（第Ⅱ期）

横須賀市 76,039 

横須賀港における船舶の安全な
係留の確保と快適な水辺空間の
創出

横須賀市 40,000 

平塚市都市公園整備計画（海岸
エリア）

平塚市 80,000 

ツインシティ大神地区の良好な
市街地を形成するための都市基
盤整備（第Ⅱ期）

平塚市 455,537 

平塚市都市公園整備計画 平塚市 22,833 



（神奈川県）
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

自然と人・歴史が共生する鎌倉
都市公園等整備事業（第３期）

鎌倉市 7,400 

鎌倉市緑の保全事業 鎌倉市 21,871 

古都鎌倉地区における歴史的遺
産と共生する街なみ環境の向上

鎌倉市 13,182 

北部第二（三地区）土地区画整
理事業（安全で安心して暮らせ
る市街地を形成する都市基盤整
備）（第Ⅱ期）

藤沢市 113,100 

湘南のひかり輝く海・まちを未
来へつなぐ下水道（第三期）

藤沢市 46,083 

藤沢市特別緑地保全計画 藤沢市 73,785 

村岡新駅を中心とした交通結節
点整備

藤沢市 15,000 

村岡新駅周辺地区 藤沢市 8,200 

小田原市優良建築物等整備計画 小田原市 95,190 

小田原市における循環のみちの
実現（第３期）

小田原市 108,530 

小田原旧城下町・板橋地区にお
ける街なみ環境の向上

小田原市 23,408 

浜見平地区における生活防災拠
点としての利便性・安全性の向
上（その３）

茅ヶ崎市 9,922 

三浦市における循環のみちの実
現（第三期）（重点計画）

三浦市 21,466 

城ヶ島西部地区まちづくり事業 三浦市 116,900 



（神奈川県）
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

名水の里　秦野みらい　豊かな
水と調和したまちづくり（第３
期）

秦野市 1,855 

秦野駅南部（今泉）地区の都市
基盤整備（第２期）

秦野市 68,978 

厚木市特別緑地整備計画 厚木市 10,000 

厚木市における未普及地区の汚
水処理整備（重点計画）

厚木市 6,000 

市街地再開発事業による本厚木
駅北口地区のまちづくり

厚木市 1,600 

伊勢原市総合運動公園再整備計
画

伊勢原市 4,340 

伊勢原市便利で暮らしやすいま
ちの実現（重点計画）

伊勢原市 251,500 

伊勢原市便利で暮らしやすいま
ちの実現

伊勢原市 5,300 

市街地再開発事業による厚木駅
南地区のまちづくり

海老名市 125,149 

海老名市における下水道未普及
対策重点事業

海老名市 35,000 

東原地区における街なみ環境の
向上

座間市 33,775 

水を基調とした人にやさしいま
ちづくり（重点計画）

南足柄市 31,000 

綾瀬市公共下水道事業 綾瀬市 209,355 

葉山の美しい海ときれいな川を
守るために（重点計画）

葉山町 114,500 



（神奈川県）
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

「よみがえれ故郷の森・川・
海」推進プロジェクト（第３
期）（重点計画）

葉山町 27,500 

大磯町公共下水道事業（重点計
画）

大磯町 266,000 

大磯駅周辺の安全安心・にぎわ
い創出まちづくり

大磯町 49,725 

環境保全による美しいまちづく
り（第３期）（重点計画）

二宮町 42,100 

大井町における循環のみちの実
現（重点計画）第2期

大井町 4,400 

市街地再開発事業による新松田
駅北口地区のまちづくり

松田町 12,508 

開成駅周辺の安全で良好な市街
地形成

開成町 60,380 

開成町における循環のみちの実
現（第三期）（重点計画）

開成町 35,000 

箱根町における健全で清らかな
水環境の整備(重点計画）

箱根町 14,250 

真鶴町における循環のみちの実
現(重点計画)

真鶴町 11,500 

湯河原町における循環のみちの
実現

湯河原町 2,500 

温泉場地区における街なみ環境
の向上

湯河原町 10,422 

24,387,678 

※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

（神奈川県）
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

神奈川県における下水道事業の
推進（防災・安全）

神奈川県 1,832,095 

21　快適に利用できるサイクリ
ング環境の創出（防災・安全）
【重点】

神奈川県 49,060 

５．安全で安心な道路網の整備 神奈川県 22,400 

相模湾沿岸における高潮・侵食
対策の推進（防災・安全）

神奈川県 119,000 

15.国土強靭化地域計画に基づく
市町村道整備の推進（防災・安
全）

小田原市,海老名市,綾瀬市,平塚市,藤沢市,
座間市,大井町

640,680 

24.安全・安心で暮らしやすい生
活空間の確保（防災・安全）

神奈川県 1,429,755 

１　 神奈川県内における土砂災
害対策等の推進（防災・安全）
【重点】

神奈川県 55,000 

神奈川県防災・安全に資する都
市公園整備計画（防災・安全）
（第三期）

神奈川県 251,250 

神奈川県所管区域内の大規模盛
土造成地の調査（防災・安全）

神奈川県 11,250 

神奈川県内における住宅・建築
物安全ストック形成事業（防
災・安全）（第３期）

神奈川県,横須賀市,平塚市,鎌倉市,藤沢市,
小田原市,茅ヶ崎市,逗子市,三浦市,秦野市,
厚木市,大和市,伊勢原市,海老名市,座間市,
南足柄市,綾瀬市,葉山町,寒川町,大磯町,二
宮町,中井町,大井町,松田町,山北町,開成
町,箱根町,真鶴町,湯河原町,愛川町

217,431 

神奈川県地域住宅等整備計画
（防災・安全）

神奈川県,横須賀市,平塚市,藤沢市,小田原
市,茅ヶ崎市,逗子市,秦野市,厚木市,大和
市,伊勢原市,座間市,箱根町,愛川町

1,321,610 

神奈川県地域住宅等重点整備計
画（防災・安全）

神奈川県,横須賀市,平塚市,小田原市 258,949 

神奈川県内における総合的な浸
水対策の推進（防災・安全）

神奈川県 299,500 



（神奈川県）
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　神奈川県内における土砂災
害対策等の推進（防災・安全）

神奈川県,横須賀市,茅ヶ崎市,三浦市,秦野
市,厚木市,座間市,大磯町,中井町,山北町,
愛川町,清川村,川崎市,相模原市,鎌倉市,小
田原市,逗子市,大和市,伊勢原市,海老名市,
南足柄市,綾瀬市,二宮町,松田町,箱根町,湯
河原町

1,511,484 

23．国土強靭化地域計画に基づ
く道路網の整備

神奈川県 166,595 

25．神奈川県国土強靭化地域計
画に基づく道路の防災・減災対
策の推進（防災・安全）

神奈川県 165,055 

7.通学路等の生活空間における
安全・安心の確保（防災・安
全）

平塚市,藤沢市,小田原市,三浦市,秦野市,海
老名市,南足柄市,大磯町,二宮町,大井町,開
成町

260,131 

14.市町村道の計画的な維持管理
と震災対策による安全・安心な
道路環境の確保（防災・安全）

横須賀市,平塚市,鎌倉市,藤沢市,小田原市,
茅ヶ崎市,逗子市,三浦市,秦野市,厚木市,大
和市,伊勢原市,海老名市,座間市,南足柄市,
綾瀬市,寒川町,大磯町,二宮町,中井町,松田
町,山北町,開成町,箱根町,真鶴町,湯河原
町,愛川町

268,569 

３．全ての人々が安全・安心で
暮らしやすい社会基盤の創造
（防災・安全）

神奈川県 58,212 

13.市町村道における交通安全対
策の推進（防災・安全）

横須賀市,平塚市,鎌倉市,藤沢市,小田原市,
茅ヶ崎市,三浦市,秦野市,大和市,伊勢原市,
海老名市,座間市,綾瀬市,寒川町,大磯町,大
井町,松田町,愛川町,厚木市,逗子市

224,070 

横浜市における安全・安心のか
わづくり計画（防災・安全）

横浜市 167,000 

横浜市における安全・安心のま
ちづくり（防災・安全）その３

横浜市 963,080 

横浜港における高潮・津波対策
整備計画（防災・安全）（重
点）

横浜市 40,000 

横浜市防災子ども安全まちづく
り計画（防災・安全）その２

横浜市 10,000 

横浜市における流域でのグリー
ンインフラの創出（防災・安
全）【重点】

横浜市 309,049 



（神奈川県）
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

横浜港における港湾施設の機能
維持（防災・安全）

横浜市 47,000 

横浜市下水道整備計画（防災・
安全）（その２）

横浜市 6,314,654 

横浜市下水道整備計画（防災・
安全）（重点計画）（その２）

横浜市 962,310 

横浜市子供安全まちづくり計画
（防災・安全）

横浜市 18,100 

横浜市における安全・安心な都
市公園づくり（防災・安全）
その２

横浜市 47,499 

3　安心・安全なみちづくり計画
(防災・安全)

横浜市 105,042 

７　安全・安心なみちづくり計
画（その２）（防災・安全）

横浜市 2,004,585 

22　緊急輸送道路網の構築に資
する道路整備計画

横浜市 1,185,500 

横浜市における安全・安心な都
市公園づくり（防災・安全）(重
点）　その２

横浜市 1,421,753 

頼りになる安全・安心なみどり
のまちづくり（防災・安全）

川崎市 175,000 

川崎市内における安全で快適な
自転車通行環境の構築（防災・
安全）

川崎市 55,000 

登戸・向ヶ丘遊園駅周辺地区に
おける防災安全を促進する公共
空間の整備（Ⅱ期）（防災・安
全）

川崎市 672,475 

川崎港における災害に強く地域
経済を支える港づくり（防災・
安全）（重点計画）

川崎市 204,000 

川崎港における災害に強く地域
経済を支える港づくり（防災・
安全）

川崎市 342,000 



（神奈川県）
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

川崎市公共下水道　社会資本総
合整備計画（防災・安全）

川崎市 2,485,551 

川崎市公共下水道　社会資本総
合整備重点計画（防災・安全）

川崎市 1,477,184 

川崎市宅地耐震化推進事業（Ⅲ
期）

川崎市 1,683 

川崎市内における安全・安心な
交通環境の整備（防災・安全）

川崎市 269,345 

川崎市内における防災安全を考
慮した交通空間の整備（防災・
安全）

川崎市 127,425 

川崎市住宅・建築物等整備計画
（3期）（防災・安全）

川崎市 875,315 

相模原市の下水道における防
災・減災対策計画（防災・安
全）

相模原市 13,740 

相模原市防災・安全都市公園事
業（第３期）（防災・安全）

相模原市 152,847 

相模原市住宅・建築物安全促進
計画＜第Ⅲ期＞（防災・安全）

相模原市 282,220 

浸水被害に対応する下水道整備
事業（防災・安全）（重点）

相模原市 212,000 

通学路の安全・安心を確保する
基盤整備計画（第二期）（防
災・安全）

相模原市 42,228 

安全・安心な暮らしを支える基
盤整備計画（第二期）（防災・
安全）

相模原市 384,098 

横須賀市安全で安心できるみん
なの都市公園づくり（防災・安
全）

横須賀市 60,959 

横須賀港における安全・安心対
策に係る海岸の整備（防災・安
全）

横須賀市 88,500 



（神奈川県）
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

横須賀市公共下水道事業（防
災・安全）

横須賀市 1,510,467 

横須賀市における災害に強いま
ちづくり（防災・安全）

横須賀市 1,000 

平塚市防災・安全公共下水道整
備計画（第Ⅲ期）

平塚市 113,370 

平塚市都市公園整備計画（防
災・安全）

平塚市 190,000 

鎌倉市下水道防災事業計画第３
期（防災・安全）

鎌倉市 98,120 

鎌倉市域内の大規模盛土造成地
の調査（第二次スクリーニン
グ）（防災・安全）

鎌倉市 5,955 

湘南のひかり輝く海・まちを未
来へつなぐ下水道（防災・安
全）（第三期）

藤沢市 461,560 

藤沢市における災害に強いまち
づくり（防災・安全）

藤沢市 600 

誰もが行きたくなる公園づくり 藤沢市 6,000 

準用河川一色川浸水対策の推進
（防災・安全）

藤沢市 9,000 

小田原市新総合計画における災
害に強いまちづくりの推進（防
災・安全）

小田原市 15,000 

小田原市における防災・安全の
下水道事業計画（防災・安全）
（第３期）

小田原市 263,822 

小田原市における災害に強いま
ちづくり（第Ⅱ期）（防災・安
全）

小田原市 76,600 

小田原市安全で安心できるみん
なの都市公園づくり（防災・安
全）

小田原市 90,000 



（神奈川県）
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

茅ヶ崎市における循環のみちの
実現（防災・安全）

茅ヶ崎市 9,010 

誰もが安心・安全に利用できる
公園づくり

茅ヶ崎市 19,939 

茅ヶ崎市における循環のみちの
実現（防災・安全）（重点計
画）

茅ヶ崎市 374,500 

逗子市における清潔で快適な生
活環境の実現（防災・安全）

逗子市 432,000 

三浦市における安心・安全な下
水道事業（防災・安全）（第二
期）

三浦市 149,047 

秦野市安全で快適な都市公園の
整備

秦野市 14,150 

はだの　下水道防災事業計画
（第３期）

秦野市 319,430 

厚木市大規模盛土造成地の調査
（防災・安全）

厚木市 1,890 

厚木市都市公園の豪雨対策整備
（防災・安全）

厚木市 20,000 

厚木市都市公園の長寿命化と安
全・安心な公園づくり（第３
期）（防災・安全）

厚木市 53,500 

厚木市における安心・安全な下
水道事業計画（防災・安全）
（重点計画）

厚木市 328,500 

厚木市における安心・安全な下
水道事業計画（防災・安全）

厚木市 14,840 

大和市における安心な都市公園
の再生と推進

大和市 16,348 

まちの健康・大和市下水道安全
安心なまちづくり（防災・安
全）

大和市 335,949 



（神奈川県）
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

まちの健康・大和市下水道安全
安心なまちづくり（防災・安
全）（重点計画）

大和市 129,480 

伊勢原市における災害に強いま
ちづくりの実現（防災・安全）

伊勢原市 2,500 

伊勢原市安全・安心できる公園
の整備（第3期）

伊勢原市 8,500 

伊勢原市安全で災害に強いまち
の実現（防災・安全）

伊勢原市 88,065 

海老名市の公共下水道における
防災・安全の実現（重点計画）

海老名市 26,820 

海老名市の公共下水道における
防災・安全の実現

海老名市 13,000 

海老名市都市公園における安心
安全の創出（防災・安全）

海老名市 20,000 

座間市の安全、快適、地震に強
い下水道づくり(重点計画)

座間市 13,000 

座間市の安全、快適、地震に強
い下水道づくり

座間市 19,000 

水と緑かがやく公園都市・災害
に強い座間の形成（第3期）（防
災・安全）

座間市 19,450 

綾瀬市における防災・安全の下
水道（重点計画）（第２期）

綾瀬市 7,650 

綾瀬市における防災・安全の下
水道（第２期）

綾瀬市 48,650 

綾瀬市都市公園再整備計画（第
２期）

綾瀬市 15,004 

葉山町公共下水道防災・安全計
画（第３期）

葉山町 136,900 



（神奈川県）
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

寒川町における防災並びに減災
対策に係わる計画（第３期）

寒川町 52,700 

大磯町公共下水道事業（防災・
安全）（重点計画）

大磯町 121,000 

環境保全による美しいまちづく
り（防災・安全）

二宮町 15,950 

環境保全による美しいまちづく
り（防災・安全）（重点計画）

二宮町 2,100 

中井町における循環のみちの実
現（３期）防災・安全

中井町 11,500 

中井町公園施設長寿命化対策支
援事業

中井町 3,275 

大井町における防災・安全の公
共下水道事業（第１期）

大井町 2,700 

箱根町における安全で快適な水
環境の整備（防災・安全）

箱根町 159,000 

真鶴町における安全・安心な下
水道事業（防災・安全）

真鶴町 6,300 

湯河原町における安心・安全な
下水道事業（防災・安全）

湯河原町 80,597 

安全で安心してくらせるまちを
つくる下水道

愛川町 22,200 

清川村公共下水道事業（防災・
安全）

清川村 60,500 

36,695,676 

※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


