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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：富山県 (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8号 朝日町 糸魚川地区橋梁架替Ⅱ 270

改築 国道8号 入善町～魚津市 入善黒部バイパス 1,500

改築 国道8号 富山市 豊田新屋立体 2,900

改築 国道8号 富山市 中島本郷立体 100

改築 国道8号 高岡市 六家立体 900

改築 国道8号 小矢部市 倶利伽羅防災 238

改築 国道41号 富山市 猪谷楡原道路 1,200

改築 国道41号 富山市 大沢野富山南道路 1,500

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：富山県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

ミラージュホール前交差点事故対策（魚津市） 84

上島北交差点事故対策（滑川市） 19

下田交差点事故対策（高岡市） 9

下蓑自転車歩行者道整備（高岡市） 135

小矢部地区交通安全対策（小矢部市） 446

桜町地区事故対策（小矢部市） 198

交通安全 国道41号 富山市 富山41号交通安全対策 120 新庄地区交通安全対策 120

太郎丸交差点事故対策（砺波市） 9

南幸町事故対策（高岡市） 6

京町事故対策（高岡市） 63

交通安全 国道160号 氷見市 富山160号交通安全対策 30 宇波地区交通安全対策 30

交通安全 国道156号 砺波市、高岡市 富山156号交通安全対策 78

路線名 備考

交通安全 国道8号
魚津市、滑川市、
高岡市、
小矢部市

富山8号交通安全対策 891



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：富山県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

昭和町電線共同溝 138

羽広電線共同溝 130

電線共同溝 国道156号 高岡市 富山156号電線共同溝 120 内免電線共同溝 120

電線共同溝

路線名 備考

国道8号 高岡市 268富山8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：富山県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

補助事業

改築 （主） 高岡環状線 高岡市 上伏間江～佐野 941 高岡環状道路

改築 （都） 東岩瀬線 富山市 上野新町工区 194

改築 （市）
桜ヶ池クアガーデン
線

南砺市 (仮称)城端SAスマートICアクセス 82

改築 （主） 高岡小杉線 射水市 橋下条～南太閤山 270

改築 （一） 姫野能町線 射水市、高岡市 作道～中曽根 311

改築 （都） 下伏間江福田線 高岡市 伏木富山港アクセス 882

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：富山県 (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156号 南砺市 新山地区、祖山地区 35

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：富山県 (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 富山県 富山県無電柱化推進計画事業 372
(都)牛島蜷川線〔富山市〕、(都)総曲輪線(電共)〔富山
市〕、(都)高岡伏木線(電共)〔高岡市〕、(都)高岡駅波
岡線(電共)〔高岡市〕



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：富山県 (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） 富山県 富山県通学路緊急対策推進計画 1,475

宮野小学校、熊野小学校、杉原小学校、大沢野小学
校、堀川南小学校、湖南小学校、上庄小学校、西の
杜学園、出町小学校、石動小学校、東部小学校、井
波小学校、城端小学校、ひばり野小学校、桃李小学
校、飯野小学校、さみさと小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 富山市 富山県富山市通学路緊急対策推進計画 86
鵜坂小学校、杉原小学校、大久保小学校、大沢野小
学校、中央小学校、東部小学校、堀川南小学校



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：富山県 (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 富山市 馬面踏切道 富山県 120

踏切道改良計画事業 高岡市 上黒田踏切道 高岡市 70

踏切道改良計画事業 滑川市 第1坪川踏切道 滑川市 200

踏切道改良計画事業 入善町 新村踏切道 入善町 24



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：富山県 (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 あいの風とやま鉄道線等 富山市 富山駅付近 2,400

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：富山県 (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 富山県 橋梁長寿命化修繕計画 4,332 別紙参照

道路メンテナンス事業 富山県 トンネル長寿命化修繕計画 542 別紙参照

道路メンテナンス事業 富山県 道路附属物等長寿命化修繕計画 317 別紙参照

道路メンテナンス事業 富山市 橋梁長寿命化修繕計画 1,095 別紙参照

道路メンテナンス事業 富山市 トンネル長寿命化修繕計画 9 別紙参照

道路メンテナンス事業 富山市 道路附属物等長寿命化修繕計画 59 別紙参照

道路メンテナンス事業 高岡市 橋梁長寿命化修繕計画 148 別紙参照

道路メンテナンス事業 高岡市 トンネル長寿命化修繕計画 13 別紙参照

道路メンテナンス事業 魚津市 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 氷見市 橋梁長寿命化修繕計画 146 別紙参照

道路メンテナンス事業 滑川市 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 黒部市 橋梁長寿命化修繕計画 36 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：富山県 (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 砺波市 橋梁長寿命化修繕計画 174 別紙参照

道路メンテナンス事業 砺波市 道路附属物等長寿命化修繕計画 1 別紙参照

道路メンテナンス事業 小矢部市 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 南砺市 橋梁長寿命化修繕計画 141 別紙参照

道路メンテナンス事業 南砺市 トンネル長寿命化修繕計画 55 別紙参照

道路メンテナンス事業 射水市 橋梁長寿命化修繕計画 132 別紙参照

道路メンテナンス事業 上市町 橋梁長寿命化修繕計画 44 別紙参照

道路メンテナンス事業 立山町 橋梁長寿命化修繕計画 68 別紙参照

道路メンテナンス事業 入善町 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 朝日町 橋梁長寿命化修繕計画 13 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
富山県

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

富山県橋梁長寿命化修繕計画
富山県 南砺市 156号 駈足谷橋 橋梁 修繕
富山県 砺波市 156号 腰切橋 橋梁 修繕
富山県 南砺市 156号 渡原3号桟道橋 橋梁 修繕
富山県 南砺市 156号 細島橋 橋梁 修繕
富山県 南砺市 156号 小原橋 橋梁 修繕
富山県 砺波市 156号 杉谷橋 橋梁 修繕
富山県 南砺市 156号 杉尾２号橋 橋梁 修繕
富山県 南砺市 156号 杉尾第５号桟道橋 橋梁 修繕
富山県 南砺市 156号 成出橋 橋梁 修繕
富山県 南砺市 156号 渡原１号橋 橋梁 修繕
富山県 南砺市 156号 渡原２号橋 橋梁 修繕
富山県 南砺市 156号 湯出島橋 橋梁 修繕
富山県 南砺市 156号 南出橋 橋梁 修繕
富山県 南砺市 304号 見座桟道橋 橋梁 修繕
富山県 南砺市 304号 新打尾橋 橋梁 修繕
富山県 南砺市 304号 福光橋 橋梁 修繕
富山県 南砺市 304号 梨谷大橋 橋梁 修繕
富山県 砺波市 359号 三合橋 橋梁 修繕
富山県 砺波市 359号 三合橋1号橋 橋梁 修繕
富山県 小矢部市 359号 新津沢大橋 橋梁 修繕
富山県 砺波市 359号 苗加跨線橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 415号 市田袋3号橋 橋梁 修繕
富山県 射水市 415号 シンフナツキ 橋梁 修繕
富山県 射水市 415号 タマチ 橋梁 修繕
富山県 富山市 415号 常願寺大橋 橋梁 修繕
富山県 射水市 415号 新庄川橋（下り） 橋梁 修繕
富山県 射水市 415号 西高木橋（下り） 橋梁 修繕
富山県 射水市 415号 西高木橋（上り） 橋梁 修繕
富山県 氷見市 415号 泉大橋 橋梁 修繕
富山県 高岡市 415号 対港橋（その2） 橋梁 修繕
富山県 高岡市 415号 対港橋歩道橋 橋梁 修繕
富山県 南砺市 471号 松原高架橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 471号 神谷橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 471号 小白木橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 471号 花房橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 471号 大谷橋 橋梁 修繕
富山県 小矢部市 471号 島分橋（上り） 橋梁 修繕
富山県 富山市 472号 高塚橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 472号 土玉生橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 472号 茗ヶ島橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 稲荷町新庄線 赤江川橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 上笹原東町線 一の瀬橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 上笹原東町線 出島橋 橋梁 修繕
富山県 朝日町 上路市振停車場線 上路橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 掛畑井田新線 本法寺橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 河内花崎線 牛滝橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 小倉笹倉線 高田橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 笹津安養寺線 熊野橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 清水小滝谷線 大瀬谷橋（上流側） 橋梁 修繕
富山県 富山市 正間中線 細滝橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 舘本郷添島線 添島2号橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 富山大沢野線 筏川橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 富山大沢野線 上川橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 富山上滝立山線 牛首谷橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 富山上滝立山線 原片桟道橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 富山環状線 黒瀬橋 橋梁 修繕
富山県 立山町 富山立山公園線 荒谷橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 富山停車場線 桜橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 富山八尾線 久婦須橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 中神通井田線 神共橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 流杉町袋線 新庄橋（下流側） 橋梁 修繕
富山県 富山市 流杉町袋線 新庄橋（上流側） 橋梁 修繕
富山県 富山市 西松瀬八十島線 八十島橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 西松瀬八十島線 猟師ヶ原橋 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
富山県

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

富山県 富山市 東猪谷富山線 松ヶ谷橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 東猪谷富山線 水和谷橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 婦中平岡線 落合橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 八尾大沢野線 大沢野大橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 八尾大沢野線 葛原2号橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 八尾大沢野線 新野積橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 湯八尾線 中村橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 湯八尾線 八尾橋 橋梁 修繕
富山県 魚津市 阿弥陀堂魚津停車場線 天神橋 橋梁 修繕
富山県 小矢部市 安養寺砺波線 経田橋 橋梁 修繕
富山県 南砺市 臼中福光線 豊栄橋 橋梁 修繕
富山県 滑川市 滑川上市線 加嶋橋 橋梁 修繕
富山県 入善町 魚津生地入善線 下黒部橋 橋梁 修繕
富山県 入善町 魚津生地入善線 道市跨線橋 橋梁 修繕
富山県 入善町 魚津生地入善線 平曽橋 橋梁 修繕
富山県 黒部市 魚津入善線 黒部大橋 橋梁 修繕
富山県 黒部市 魚津入善線 黒部小橋 橋梁 修繕
富山県 上市町 剣岳公園線 伊折橋 橋梁 修繕
富山県 上市町 剣岳公園線 出の谷橋(旧)(上り) 橋梁 修繕
富山県 富山市 原千垣停車場線 芳見橋 橋梁 修繕
富山県 滑川市 古鹿熊滑川線 辰野跨線橋 橋梁 修繕
富山県 上市町 五位尾上中町線 開谷橋 橋梁 修繕
富山県 上市町 五位尾上中町線 山見橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 荒屋敷月岡町線 牧野橋 橋梁 修繕
富山県 高岡市 高岡羽咋線 オザキ１ゴウ 橋梁 修繕
富山県 高岡市 高岡小杉線 南郷大橋（下り） 橋梁 修繕
富山県 射水市 高岡小杉線 八幡川橋（下り） 橋梁 修繕
富山県 射水市 高岡青井谷線 大門大橋 橋梁 修繕
富山県 高岡市 高岡氷見線 国条橋 橋梁 修繕
富山県 氷見市 高岡氷見線 寺下橋 橋梁 修繕
富山県 氷見市 高岡氷見線 脇之谷内橋歩道橋 橋梁 修繕
富山県 立山町 寺坪上市線 新藤塚橋 橋梁 修繕
富山県 立山町 寺坪上市線 福田橋 橋梁 修繕
富山県 黒部市 若栗生地線 飯沢跨線橋 橋梁 修繕
富山県 高岡市 守山向野線 二上橋 橋梁 修繕
富山県 高岡市 小野上渡線 五位橋 橋梁 修繕
富山県 小矢部市 小矢部福光線 石動大橋 橋梁 修繕
富山県 小矢部市 小矢部福光線 平田橋 橋梁 修繕
富山県 小矢部市 小矢部福光線 野端跨線橋 橋梁 修繕
富山県 立山町 松倉宮路線 鶴谷橋 橋梁 修繕
富山県 射水市 松木鷲塚線 ヌノメ１ゴウ 橋梁 修繕
富山県 砺波市 新湊庄川線 雄神橋 橋梁 修繕
富山県 黒部市 石田前沢線 堀切跨線橋 橋梁 修繕
富山県 入善町 大家庄上飯野線 草川1号橋 橋梁 修繕
富山県 上市町 大岩神明町線 大岩橋 橋梁 修繕
富山県 黒部市 中山田家新線 田家野橋 橋梁 修繕
富山県 黒部市 朝日宇奈月線 愛本橋 橋梁 修繕
富山県 砺波市 坪野小矢部線 上和田橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 砺波細入線 中村橋 橋梁 修繕
富山県 小矢部市 藤森岡線 渋江大橋 橋梁 修繕
富山県 小矢部市 藤森岡線 農免大橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 八町大門線 木舟橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 八町大門線 中沖橋 橋梁 修繕
富山県 射水市 八町大門線 ハツシヨウ 橋梁 修繕
富山県 射水市 八町大門線 常盤橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 八幡田稲荷線 稲荷町跨線橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 八幡田稲荷線 新赤江川橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 富山外郭環状線 土川橋 橋梁 修繕
富山県 立山町 富山外郭環状線 利田三郷用水橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 富山滑川魚津線 鏡田橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 富山滑川魚津線 小出橋 橋梁 修繕
富山県 滑川市 富山滑川魚津線 早月大橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 富山環状線 荒川跨線橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 富山魚津線 魚躬橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 富山空港線 空港橋 橋梁 修繕
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富山県 高岡市 富山戸出小矢部線 バイパス 橋梁 修繕
富山県 小矢部市 富山戸出小矢部線 芹川高架橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 富山高岡線 呉羽跨線橋 橋梁 修繕
富山県 高岡市 富山高岡線 高岡大橋歩道橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 富山高岡線 藤子橋 橋梁 修繕
富山県 射水市 富山小杉線 ワシヅカ３ゴウ 橋梁 修繕
富山県 富山市 富山小杉線 新井田川橋（旧） 橋梁 修繕
富山県 富山市 富山上市線 常盤橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 富山上滝立山線 真川大橋 橋梁 修繕
富山県 立山町 富山立山公園線 奥荒谷橋 橋梁 修繕
富山県 立山町 富山立山公園線 志鷹谷橋 橋梁 修繕
富山県 高岡市 福光福岡線 上蓑高架橋 橋梁 修繕
富山県 魚津市 福平経田線 片貝大橋 橋梁 修繕
富山県 氷見市 仏生寺太田線 石崎橋 橋梁 修繕
富山県 氷見市 仏生寺太田線 神代橋 橋梁 修繕
富山県 氷見市 仏生寺太田線 上堀田橋 橋梁 修繕
富山県 氷見市 仏生寺太田線 白藤その１橋 橋梁 修繕
富山県 氷見市 万尾脇方線 針木橋 橋梁 修繕
富山県 滑川市 蓑輪滑川インター線 上小泉橋 橋梁 修繕
富山県 南砺市 利賀河合線 昌栄橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 （一）辻ヶ堂市田袋線 水橋大橋 橋梁 更新
富山県 射水市 415号 新庄川橋（上り） 橋梁 更新
富山県 富山市 富山上市線 常盤橋自歩道橋 橋梁 更新
富山県 南砺市 安居福野線 川崎橋 橋梁 更新
富山県 富山市 富山魚津線 今川橋 橋梁 更新
富山県 氷見市 万尾脇方線 宇波橋 橋梁 更新
富山県 富山市 立山山田線 高善寺橋 橋梁 更新
富山県 南砺市 富山庄川小矢部自転車道線 苗島5号橋 橋梁 撤去
富山県 点検計画

富山県トンネル長寿命化修繕計画
富山県 南砺市 金沢井波線 医王トンネル トンネル 修繕
富山県 南砺市 国道304号 新蔵原トンネル トンネル 修繕
富山県 南砺市 国道304号 梨谷トンネル トンネル 修繕
富山県 南砺市 国道471号 新樽尾トンネル トンネル 修繕
富山県 富山市 下瀬小倉線 千里トンネル トンネル 修繕
富山県 朝日町 田中横尾線 笹川トンネル トンネル 修繕
富山県 魚津市 虎谷大榎線 虎谷隧道 トンネル 修繕
富山県 南砺市 福光上平線 滝谷トンネル トンネル 修繕
富山県 魚津市 宇奈月大沢野線 白倉隧道 トンネル 修繕
富山県 南砺市 国道156号 小原トンネル トンネル 修繕
富山県 南砺市 国道156号 祖山トンネル トンネル 修繕
富山県 南砺市 国道156号 大牧トンネル トンネル 修繕
富山県 南砺市 国道304号 五箇山トンネル トンネル 修繕
富山県 富山市 国道360号 蟹寺トンネル トンネル 修繕
富山県 富山市 国道360号 越路トンネル トンネル 修繕
富山県 富山市 国道360号 飛越トンネル トンネル 修繕
富山県 富山市 国道472号 正間トンネル トンネル 修繕
富山県 朝日町 黒部朝日公園線 朝日小川トンネル トンネル 修繕
富山県 富山市 富山小杉線 呉羽トンネル（２期線上り） トンネル 修繕

富山県道路附属物等長寿命化修繕計画
富山県 立山町 弘法称名立山停車場線 称名02号(1,2,3号）ロックシェッド 道路附属物等 修繕
富山県 南砺市 国道156号 下原3Cロックシェッド 道路附属物等 修繕
富山県 富山市 富山大沢野線 石金横断歩道橋 道路附属物等 修繕
富山県 富山市 富山大沢野線 清水町横断歩道橋 道路附属物等 修繕
富山県 富山市 富山上滝立山線 堀川小泉横断歩道橋 道路附属物等 修繕
富山県 富山市 県道富山庄川線 若土スノーシェッド 道路附属物等 修繕
富山県 立山町 県道富山立山公園線 桂台１号スノーシェッド 道路附属物等 修繕
富山県 立山町 県道富山立山公園線 瀬戸蔵04号(2,10号)ロックシェッド 道路附属物等 修繕
富山県 立山町 県道富山立山公園線 瀬戸蔵02号(7号)ロックシェッド 道路附属物等 修繕
富山県 立山町 県道富山立山公園線 瀬戸蔵03号(1,4,5号)ロックシェッド 道路附属物等 修繕
富山県 立山町 県道富山立山公園線 瀬戸蔵１２号スノーシェッド 道路附属物等 修繕
富山県 立山町 県道富山立山公園線 瀬戸蔵１３号スノーシェッド 道路附属物等 修繕
富山県 立山町 県道富山立山公園線 瀬戸蔵１４号スノーシェッド 道路附属物等 修繕
富山県 立山町 県道富山立山公園線 瀬戸蔵１５号スノーシェッド 道路附属物等 修繕
富山県 立山町 県道富山立山公園線 瀬戸蔵１６号スノーシェッド 道路附属物等 修繕
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富山県 立山町 県道富山立山公園線 瀬戸蔵１７号スノーシェッド 道路附属物等 修繕
富山県 立山町 県道富山立山公園線 瀬戸蔵１８号スノーシェッド 道路附属物等 修繕
富山県 立山町 県道富山立山公園線 瀬戸蔵１９号スノーシェッド 道路附属物等 修繕
富山県 立山町 県道富山立山公園線 瀬戸蔵２０号スノーシェッド 道路附属物等 修繕
富山県 立山町 県道富山立山公園線 瀬戸蔵２１号スノーシェッド 道路附属物等 修繕
富山県 小矢部市 県道福岡宮島峡公園線 北屋敷スノーシェッド 道路附属物等 修繕
富山県 小矢部市 県道福岡宮島峡公園線 北屋敷スノーシェッド 道路附属物等 修繕
富山県 南砺市 県道利賀河合線 細島Ｂスノーシェッド 道路附属物等 修繕
富山県 南砺市 県道利賀河合線 北島１Ｂスノーシェッド 道路附属物等 修繕
富山県 南砺市 国道156号 下原３Ｂスノーシェッド 道路附属物等 修繕
富山県 南砺市 国道156号 下原３Ｄスノーシェッド 道路附属物等 修繕
富山県 南砺市 国道156号 小原トンネルＡスノーシェッド 道路附属物等 修繕
富山県 南砺市 国道156号 菅沼２Ａ１スノーシェッド 道路附属物等 修繕
富山県 南砺市 国道156号 菅沼２Ａ２スノーシェッド 道路附属物等 修繕
富山県 南砺市 国道156号 菅沼２Ｂスノーシェッド 道路附属物等 修繕
富山県 南砺市 国道156号 祖山トンネル１Ｄスノーシェッド 道路附属物等 修繕
富山県 南砺市 国道156号 大牧トンネルＢ（高岡側）スノーシェッド 道路附属物等 修繕
富山県 南砺市 国道156号 栃原トンネル３Ｂスノーシェッド 道路附属物等 修繕
富山県 富山市 国道471号 花房スノーシェッド 道路附属物等 修繕
富山県 南砺市 国道471号 栗当１０Ｂスノーシェッド 道路附属物等 修繕
富山県 南砺市 国道471号 栗当５スノーシェッド 道路附属物等 修繕
富山県 南砺市 国道471号 草嶺１Ｄスノーシェッド 道路附属物等 修繕

富山市橋梁長寿命化修繕計画
富山市 富山市 みどり住宅団地線 分田4号橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 安田線 安田10号橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 安田線 安田11号橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 井田東部 井田10号橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 稲荷西長江線 稲荷3号橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 永楽町窪線 窪田橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 奥田13号線 永楽町3号橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 奥田三田線 穴田橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 下奥井広田線 松若2号橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 下吉川富川線 富川1号橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 下轡田塚原線 塚原3号橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 下熊野新保線 任海橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 下瀬上瀬線 上瀬橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 下赤江1号線 がめ川橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 下赤江住宅7号線 (仮称)下赤江7号橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 下番5号線 下番橋2号 橋梁 修繕
富山市 富山市 海岸通り田畑線 田畑新4号橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 外輪野吉住線 吉住1号橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 岩瀬萩浦町諏訪町線 大漁橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 久婦須川ダム線 淵橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 牛ヶ増・笹津１号線 松坂谷橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 牛島2号線 牛島2号橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 牛島萩浦線 興人橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 鏡町水谷線 八尾大橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 金屋6号線 農道橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 金山新百塚線 正伝寺橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 金泉寺手屋線 手屋4号橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 区画街路第1440号線 諏訪川原1号橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 区画街路第1442号線 諏訪川原3号橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 区画街路第1509号線 諏訪川原4号橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 区画街路第1511号線 諏訪川原5号橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 区画街路第1513号線 諏訪川原6号橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 区画街路第1610号線 鹿島橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 区画街路第1613号線 桃井橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 区画街路第1807号線 磯部4号橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 区画街路第４１０９号線 東橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 区画街路第４２１１号線 このて橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 古沢医薬大線 呉羽橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 五福羽根線 高田橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 五福羽根線 羽根2号橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 五福青山線 五福11号橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 呉羽苑1号線 呉羽苑1号橋 橋梁 修繕
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富山市 富山市 呉羽本郷中沖線 本郷橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 砂子田３号線 砂子田5号橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 笹倉麦島線 麦島2号橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 山田八尾線 宿坊大橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 四方荒屋5号線 斗戸橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 四方荒屋西岩瀬線 四方北窪2号橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 四方北窪９号線 四方北窪4号橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 寺家・笹津線 直坂1号橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 寺町1号線 寺町3号橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 寺町下野線 寺町4号橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 寺町城山線 報国橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 出島横手橋 野手橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 出島横手橋線 横手橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 小見停車場線 小見橋2号 橋梁 修繕
富山市 富山市 上堀朝菜町線 朝菜1号橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 上野新線 上野新橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 上野西小俣線 小俣橋２号 橋梁 修繕
富山市 富山市 城村大場線 昭和新1号橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 城村大場線 城村3号橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 新田三田線 新三田橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 新婦１号線 新婦大橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 新婦２号線 小黒陸橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 新保１０号線 新保大橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 神通町安養坊線 畑中2号橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 水橋沖開発線 水橋柴草2号橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 水橋中新町15号線 水橋肘崎1号橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 水橋中新町肘崎線 水橋中新5号橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 水橋恋塚高寺線 水橋専光寺橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 杉田成子 杉田4号橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 瀬戸馬瀬線 中馬瀬橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 西ノ番11号線 西ノ番北5号橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 西ノ番堤防線 西ノ番南1号橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 西荒屋1号線 (仮称)萩原6号橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 青島小倉線 合場川橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 石戸水谷 陣家橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 赤江稲荷線 窪本3号橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 袋団地2号線 袋7号橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 袋団地2号線 袋8号橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 袋団地線 袋6号橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 谷内柴橋線 高橋橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 中地山線 中地山橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 猪谷舟渡線 神峡橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 長江新町1号線 長江1号橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 長沢下瀬線 下瀬1号橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 田島安田線 祢比川橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 田島安田線 安田2号橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 東富山停車場悪地線 古歌橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 鍋谷谷線 南部大橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 梅苑町小長谷線 小長谷橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 八幡八町線 神橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 福島八尾中学校 福島6号橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 福島八尾中学校寄宿舎線 極楽橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 福島八尾中学校線 駒見橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 保内神通線 西神通橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 北陸道側道７号線 田島6号橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 妙川寺新田 水谷2号橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 蓮町千原崎線 千原崎橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 楡原中島1号 清水谷橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 楡原布尻線 観光橋 橋梁 修繕
富山市 富山市 県庁線 塩倉橋 橋梁 更新
富山市 富山市 綾田北代線 八田橋（下流側） 橋梁 更新
富山市 富山市 磯部清水線 桃井2号橋 橋梁 更新
富山市 富山市 稲荷曙町線 曙橋 橋梁 更新
富山市 富山市 下大久保7号線 下大久保3号橋 橋梁 更新
富山市 富山市 岩木新・上大久保線 西塩野1号橋 橋梁 更新
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富山市 富山市 窪2号線 窪本2号橋 橋梁 更新
富山市 富山市 五福中央線 村西橋 橋梁 更新
富山市 富山市 四方新恵比寿町線 和合の浦橋 橋梁 更新
富山市 富山市 四方新四方北窪線 四方新橋 橋梁 更新
富山市 富山市 小見亀谷線 小見橋1号 橋梁 更新
富山市 富山市 神通町安養坊線 畑中1号橋 橋梁 更新
富山市 富山市 水橋桜木池田館線 水橋石政2号橋 橋梁 更新
富山市 富山市 水橋西出町東天神町線 陸橋 橋梁 更新
富山市 富山市 千里駅高日附線 千里1号橋 橋梁 更新
富山市 富山市 中島開門線 中島2号橋 橋梁 更新
富山市 富山市 町村大島線 大島2丁目3号橋 橋梁 更新
富山市 富山市 町村大島線 合口橋 橋梁 更新
富山市 富山市 長沢千里線 富崎1号橋 橋梁 更新
富山市 富山市 日方江3号線 （仮称）日方江橋 橋梁 更新
富山市 富山市 萩原黒瀬線 八幡橋 橋梁 更新
富山市 富山市 富浦町１号線 草島9号橋 橋梁 更新
富山市 富山市 落合橋羽根線 御旅屋橋 橋梁 更新
富山市 富山市 高熊八尾線 山吹橋 橋梁 撤去
富山市 点検計画

富山市トンネル長寿命化修繕計画
富山市 富山市 市道蟹寺加賀沢線 砂蔵トンネル トンネル 修繕

富山市道路附属物等長寿命化修繕計画
富山市 富山市 磯部大泉2号線 西田地方横断歩道橋 道路附属物等 撤去

高岡市橋梁長寿命化修繕計画
高岡市 高岡市 石瀬15号線 石瀬367号橋 橋梁 修繕
高岡市 高岡市 蔵野町辻1号線 辻473号橋 橋梁 修繕
高岡市 高岡市 笹川12号線 笹川527号橋 橋梁 修繕
高岡市 高岡市 戸出西部金屋7号線 戸出西部金屋801号橋 橋梁 修繕
高岡市 高岡市 早川6号線 早川80号橋 橋梁 修繕
高岡市 高岡市 伏木国分二丁目3号橋 伏木国分二丁目188号橋 橋梁 修繕
高岡市 高岡市 谷内線 石堤1016号橋 橋梁 修繕
高岡市 高岡市 六家四日市線 佐賀野橋 橋梁 修繕
高岡市 高岡市 和田2号線 和田24号橋 橋梁 修繕
高岡市 高岡市 十二町島東藤平蔵線 大林橋 橋梁 修繕
高岡市 高岡市 六家四日市線 国東橋 橋梁 修繕
高岡市 点検計画

高岡市トンネル長寿命化修繕計画
高岡市 高岡市 五十里西海老坂線 桜峠トンネル トンネル 修繕
高岡市 高岡市 五十里西海老坂線 諏訪平トンネル トンネル 修繕
高岡市 高岡市 伏木国分線 雨晴隧道 トンネル 修繕

魚津市橋梁長寿命化修繕計画
魚津市 魚津市 新角川上口線 上口橋 橋梁 修繕
魚津市 魚津市 湯上７号線 湯上東橋 橋梁 修繕
魚津市 点検計画

氷見市橋梁長寿命化修繕計画
氷見市 氷見市 朝日川原1号線 桜橋 橋梁 修繕
氷見市 氷見市 指崎寺下1号線 指崎橋 橋梁 修繕
氷見市 氷見市 新保上田線 新田橋 橋梁 修繕
氷見市 氷見市 田江早借線 早借橋 橋梁 修繕
氷見市 氷見市 堀田寺前線 08025-1号橋 橋梁 修繕
氷見市 氷見市 向田中央線 向田橋 橋梁 修繕
氷見市 氷見市 谷村１号線 田中橋 橋梁 修繕
氷見市 点検計画

滑川市橋梁長寿命化修繕計画
滑川市 点検計画

黒部市橋梁長寿命化修繕計画
黒部市 黒部市 市道栃屋下立線 下立橋 橋梁 修繕
黒部市 黒部市 市道堀切飛騨線  65-9 橋梁 修繕
黒部市 点検計画

砺波市橋梁長寿命化修繕計画
砺波市 砺波市 金屋青島1号線 無名橋429 橋梁 修繕
砺波市 砺波市 北高木板橋線 無名橋38 橋梁 修繕
砺波市 砺波市 グランド鷹栖線 無名橋148 橋梁 修繕
砺波市 砺波市 庄13号線 和田川第3号橋 橋梁 修繕
砺波市 砺波市 庄4号線 和田川第6号橋 旧橋 橋梁 修繕
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砺波市 砺波市 庄4号線 和田川第6号橋 新橋 橋梁 修繕
砺波市 砺波市 庄川中学校1号線 無名橋447 橋梁 修繕
砺波市 砺波市 正権寺池原線 丸山橋 橋梁 修繕
砺波市 砺波市 徳万福山線 和田川第26号 橋梁 修繕
砺波市 砺波市 福山三合新線 和田川第28号 橋梁 修繕
砺波市 砺波市 宮村千保線 無名橋521 橋梁 修繕
砺波市 砺波市 舟戸橋隠尾線 舟戸橋 橋梁 修繕
砺波市 砺波市 金屋小牧線 山見橋 橋梁 撤去
砺波市 点検計画

砺波市道路附属物等長寿命化修繕計画
砺波市 砺波市 権正寺東保線 道路標識 道路附属物等 修繕

小矢部市橋梁長寿命化修繕計画
小矢部市 小矢部市 下町清水線 四ヶ村用水３７号橋 橋梁 修繕
小矢部市 小矢部市 清水蓑輪線 七川橋 橋梁 修繕
小矢部市 小矢部市 興法寺1号線 御手洗川3号橋 橋梁 修繕
小矢部市 小矢部市 松永矢水町線 長幹線排水3号橋 橋梁 修繕
小矢部市 小矢部市 水島五社線 横江宮川橋 橋梁 修繕
小矢部市 小矢部市 浅地上割線 浅地1号橋 橋梁 修繕
小矢部市 小矢部市 和沢下四線 宮川25号橋 橋梁 修繕
小矢部市 点検計画

南砺市橋梁長寿命化修繕計画
南砺市 南砺市 中ノ江岩木線 吉谷橋 橋梁 修繕
南砺市 南砺市 吉江野小山線 小山橋 橋梁 修繕
南砺市 南砺市 吉江野小山線 神宮橋 橋梁 修繕
南砺市 南砺市 井波環状線 大門橋（A橋） 橋梁 修繕
南砺市 南砺市 高堀太美山線 八田橋 橋梁 修繕
南砺市 南砺市 末広町北野線 城北橋 橋梁 修繕
南砺市 南砺市 野下盛新線 新中尾橋 橋梁 修繕
南砺市 南砺市 立野原蓑谷線 向野橋 橋梁 修繕
南砺市 点検計画

南砺市トンネル長寿命化修繕計画
南砺市 南砺市 山の神線 新山の神トンネル トンネル 修繕
南砺市 南砺市 市道桂線 打越隧道 トンネル 修繕

射水市橋梁長寿命化修繕計画
射水市 射水市 作道三ケ線 作道橋 橋梁 修繕
射水市 射水市 放生津町立町線 山王橋 橋梁 修繕
射水市 射水市 小杉駅南線 駅南大橋 橋梁 修繕
射水市 射水市 大島北野鷲塚線 小杉大橋 橋梁 修繕
射水市 点検計画

上市町橋梁長寿命化修繕計画
上市町 上市町 正印新･北島南線 地鉄跨線橋 橋梁 修繕
上市町 点検計画

立山町橋梁長寿命化修繕計画
立山町 立山町 町道浦田新村線 若神橋 橋梁 修繕
立山町 立山町 町道五百石道源寺線 三千俵橋 橋梁 修繕
立山町 立山町 町道五百石道源寺線 新江橋 橋梁 修繕
立山町 立山町 町道浅生１号線 無名橋99 橋梁 修繕
立山町 立山町 町道大山上市線 無名橋15 橋梁 修繕
立山町 立山町 町道二ツ塚辻線 無名橋234 橋梁 修繕
立山町 立山町 町道二ツ塚辻線 無名橋235 橋梁 修繕
立山町 立山町 町道白岩ダム線 白湯橋 橋梁 修繕
立山町 立山町 町道福田白岩線 白岩橋 橋梁 修繕
立山町 立山町 町道米道2号線 第二米道橋 橋梁 修繕
立山町 点検計画

入善町橋梁長寿命化修繕計画
入善町 点検計画

朝日町橋梁長寿命化修繕計画
朝日町 朝日町 山崎南保線 新舟川橋 橋梁 修繕



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：富山県 単位：百万円

南砺市森と文化が育む地域づくり計画 南砺市 20

　小　計 20

※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。

地域再生計画の名称
事業箇所

（市町村名）
国費 備　　考



富 山 県

水管理・国土保全局



令和４年度当初予算　河川事業（直轄・富山県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

黒部川 黒部川 一般河川改修事業 201　 黒部市
くろべし

常願寺川 常願寺川 一般河川改修事業 247　 富山市
とやまし

、立山町
たてやままち

神通川 神通川 一般河川改修事業 1,097　 富山市
とやまし

庄川 庄川 一般河川改修事業 432　 高岡市
たかおかし

、射水市
いみずし

、砺波市
となみし

小矢部川 小矢部川 一般河川改修事業 212　 高岡
たかおか

市
し

神通川 神通川 河川工作物関連応急対策事業 122　 富山市
と や ま し

黒部川 総合水系環境整備事業 96　 黒部市
く ろ べ し

、入善町
にゅうぜんまち

神通川 総合水系環境整備事業 97　 富山市
と や ま 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・富山県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

庄川 地久子川 事業間連携河川事業 300　 高岡市
たかおかし

小矢部川 谷内川 事業間連携河川事業 150　 高岡市
たかおかし

神通川 坪野川 大規模特定河川事業 160　 富山市
と や ま し

泉川 泉川 大規模特定河川事業 80　 氷見市
ひ み し

中川 沖田川 大規模特定河川事業 380　 滑川市
なめりかわし

白岩川 白岩川 大規模特定河川事業 90　 富山市
と や ま し

鴨川 鴨川 大規模特定河川事業 200　 魚津市
う お づ し

神通川 松川 河川メンテナンス事業 10　 ※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・富山県）

※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

富山県 富山
と や ま

市
し

神通川 松川 松川排水門

応急対策事業



富山県

　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

多目的ダム建設事業 庄川利賀ダム 4,475 4,825



令和４年度当初予算　ダムメンテナンス事業（補助・富山県）

（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
南砺市、小矢部市、砺波市、黒部市、富山市、立山町、魚津
市、上市町、入善町、朝日町

222 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・富山県）

別　　　紙

実施主体 市町村名 水系名 河川名 ダム名

南砺市 庄川 境川 境川ダム

小矢部市 小矢部川 子撫川 子撫川ダム

砺波市 庄川 和田川 和田川ダム

黒部市 黒瀬川 大谷川 大谷ダム

富山市 神通川 久婦須川 久婦須川ダム

立山町 白岩川 白岩川 白岩川ダム

魚津市 角川 角川 角川ダム

南砺市 庄川 利賀川 利賀川ダム

上市町 上市川 上市川 上市川ダム

上市町 上市川 上市川 上市川第二ダム

富山市 神通川 井田川 室牧ダム

入善町 小川 舟川 舟川ダム

富山市 神通川 熊野川 熊野川ダム

南砺市 小矢部川 山田川 城端ダム

朝日町 小川 小川 朝日小川ダム

黒部市 片貝川 布施川 布施川ダム

富山県



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

じょうがんじがわ じょうがんじがわ ゆかわ しんゆさぼうえんていぐん とやまし、なかにいかわぐん たてやままち ありみね、あしくらじ

立山砂防 火山砂防 常願寺川 常願寺川 湯川 新湯砂防堰堤群 富山市、中新川郡 立山町 有峰、芦峅寺 砂防堰堤工 225

じょうがんじがわ じょうがんじがわ ゆかわ たきだにさぼうえんていぐん とやまし ありみね

常願寺川 常願寺川 湯川 滝谷砂防堰堤群 富山市 有峰 砂防堰堤工 240

じょうがんじがわ じょうがんじがわ ゆかわ ゆかわじょうりゅうさぼうえんていぐん とやまし、なかにいかわぐん たてやままち ありみね、あしくらじ

常願寺川 常願寺川 湯川 湯川上流砂防堰堤群 富山市、中新川郡 立山町 有峰、芦峅寺 砂防堰堤工 229

じょうがんじがわ じょうがんじがわ ゆかわ うさぎだにさぼうえんていぐん（にき） とやまし ありみね

常願寺川 常願寺川 湯川 兎谷砂防堰堤群（Ⅱ期） 富山市 有峰 砂防堰堤工 195

じょうがんじがわ じょうがんじがわ ゆかわ かなやまだにさぼうえんていぐん とやまし ありみね

常願寺川 常願寺川 湯川 金山谷砂防堰堤群 富山市 有峰 砂防堰堤工 274

じょうがんじがわ じょうがんじがわ ゆかわ ありみねちくけいがんたいさく とやまし、なかにいかわぐん たてやままち ありみね、あしくらじ

常願寺川 常願寺川 湯川 有峰地区渓岸対策 富山市、中新川郡 立山町 有峰、芦峅寺 砂防堰堤工 360

じょうがんじがわ じょうがんじがわ ゆかわ だしわらだにかりゅうさぼうえんていぐん とやまし ありみね

常願寺川 常願寺川 湯川 多枝原谷下流砂防堰堤群 富山市 有峰 砂防堰堤工 270

じょうがんじがわ じょうがんじがわ まがわ まがわじょうりゅうさぼうえんていぐん とやまし ありみね

常願寺川 常願寺川 真川 真川上流砂防堰堤群 富山市 有峰 砂防堰堤工 270

じょうがんじがわ じょうがんじがわ まがわ まがわだいさんごうさぼうえんてい とやまし ありみね

常願寺川 常願寺川 真川 真川第３号砂防堰堤 富山市 有峰 砂防堰堤工 270

じょうがんじがわ じょうがんじがわ じょうがんじがわちゅうりゅういきさぼうえんていかいちく とやまし、なかにいかわぐん たてやままち ありみね、あしくらじ

常願寺川 常願寺川 常願寺川中流域砂防堰堤改築 富山市、中新川郡 立山町 有峰、芦峅寺 砂防堰堤工 541

じょうがんじがわ じょうがんじがわ さぶだにさぼうえんていかいちく とやまし、なかにいかわぐん たてやままち ありみね、あしくらじ

常願寺川 常願寺川 サブ谷砂防堰堤改築 富山市、中新川郡 立山町 有峰、芦峅寺 砂防堰堤工 150

じょうがんじがわ じょうがんじがわ じょうがんじがわちゅうりゅういきしゃめんたいさく なかにいかわぐん たてやままち あしくらじ

常願寺川 常願寺川 常願寺川中流域斜面対策 中新川郡 立山町 芦峅寺 斜面対策工 115

じょうがんじがわ じょうがんじがわ くわたにじょうりゅうさぼうえんてい とやまし、なかにいかわぐん たてやままち ありみね、あしくらじ

常願寺川 常願寺川 桑谷上流砂防堰堤 富山市、中新川郡 立山町 有峰、芦峅寺 砂防堰堤工 285

じょうがんじがわ じょうがんじがわ あまどりかりゅうさぼうえんてい とやまし、なかにいかわぐん たてやままち ありみね、あしくらじ

常願寺川 常願寺川 天鳥下流砂防堰堤 富山市、中新川郡 立山町 有峰、芦峅寺 砂防堰堤工 240

じょうがんじがわ じょうがんじがわ なかごやさぼうえんてい とやまし、なかにいかわぐん たてやままち ありみね、あしくらじ

常願寺川 常願寺川 中小屋砂防堰堤 富山市、中新川郡 立山町 有峰、芦峅寺 砂防堰堤工 45

じょうがんじがわ じょうがんじがわ しょうみょうがわ しょうみょうがわりゅういきさぼうせつびかいちく なかにいかわぐん たてやままち あしくらじ

常願寺川 常願寺川 称名川 称名川流域砂防設備改築 中新川郡 立山町 芦峅寺 砂防堰堤工 1

合計 16 箇所 3,710

令和４年度　直轄砂防事業箇所別調書（富山県　１／２）

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

くろべがわ くろべがわ くろなぎがわ くろなぎがわさぼうえんていぐん くろべし うなづきまちくろべ

黒部河川 砂防 黒部川 黒部川 黒薙川 黒薙川砂防堰堤群 黒部市 宇奈月町黒部 砂防堰堤工 195
くろべがわ くろべがわ こくろべだに こくろべだにだいにごうさぼうえんてい くろべし うなづきまちくろべ

黒部川 黒部川 小黒部谷 小黒部谷第２号砂防堰堤 黒部市 宇奈月町黒部 砂防堰堤工 251
くろべがわ くろべがわ ばばだにがわ ばばだにさぼうえんていぐんかいちく くろべし うなづきまちくろべ

黒部川 黒部川 祖母谷川 祖母谷砂防堰堤群改築 黒部市 宇奈月町黒部 砂防堰堤工 149

合計 3 箇所 595

令和４年度　直轄砂防事業箇所別調書（富山県　２／２）

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 じんづうがわ のづみがわ とやまし やつおまちにしくずさか　りょうしがはら けいりゅうほぜんこう

砂防等事業 神通川 野積川 富山市 八尾町西葛坂～猟師ヶ原 渓流保全工 40
おやべがわ やまかわ たかおかし にしひろたに さぼうえんていこう

小矢部川 山川 高岡市 西広谷 砂防堰堤工 15
おやべがわ ふたがみ(3) たかおかし ふたがみ さぼうえんていこう

小矢部川 二上(3) 高岡市 二上 砂防堰堤工 3
おやべがわ ふたがみ(2) たかおかし ふたがみ さぼうえんていこう

小矢部川 二上(2) 高岡市 二上 砂防堰堤工 3
じょうがんじがわ ざっこくたに なかにいかわぐん たてやままち あしくらじ さぼうえんていこう

常願寺川 雑穀谷 中新川郡 立山町 芦峅寺 砂防堰堤工 30
じょうがんじがわ あずきだに なかにいかわぐん たてやままち あしくらじ さぼうえんていこう

常願寺川 小豆谷 中新川郡 立山町 芦峅寺 砂防堰堤工 40
じんづうがわ ももせがわ なんとし とがむらかみももせ さぼうえんていこう

神通川 百瀬川 南砺市 利賀村上百瀬 砂防堰堤工 20
おやべがわ うちおがわ なんとし ひのせと さぼうえんていこう

小矢部川 打尾川 南砺市 樋瀬戸 砂防堰堤工 10
おやべがわ いけかわ なんとし じょうはな けいりゅうほぜんこう

小矢部川 池川 南砺市 城端 渓流保全工 100
おやべがわ ふとみだに なんとし ふとみ さぼうえんていこう

小矢部川 太美谷 南砺市 太美 砂防堰堤工 10
おやべがわ うしろだに(2) おやべし うしろだに さぼうえんていこう

小矢部川 後谷(2) 小矢部市 後谷 砂防堰堤工 25
おやべがわ たがわやちがわ(2) おやべし たがわ さぼうえんていこう

小矢部川 田川谷内川(2) 小矢部市 田川 砂防堰堤工 30
おやべがわ うちやま おやべし うちやま さぼうえんていこう

小矢部川 内山 小矢部市 内山 砂防堰堤工 5
しらいわがわ くだらしだに なかにいかわぐん たてやままち とちづ さぼうえんていこう

白岩川 下嵐谷 中新川郡 立山町 栃津 砂防堰堤工 50
かたかいがわ うらたにがわ うおづし へびた けいりゅうほぜんこう

片貝川 浦谷川 魚津市 蛇田 渓流保全工 20

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（富山県　1/6）

事業区分 水系名 渓流名 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 おがわ いしたにがわ しもにいがわぐん あさひまち なんぼ さぼうえんていこう

砂防等事業 小川 石谷川 下新川郡 朝日町 南保 砂防堰堤工 15
きながしがわ しもよこおたに しもにいかわぐん あさひまち よこお さぼうえんていこう

木流川 下横尾谷 下新川郡 朝日町 横尾 砂防堰堤工 15
かたかいがわ てらたにしきたにがわ くろべし おやま さぼうえんていこう

片貝川 寺谷敷谷川 黒部市 尾山 砂防堰堤工 25
かたかいがわ うちゅうだににしざわ くろべし うちゅうだに さぼうえんていこう

片貝川 内生谷西沢 黒部市 内生谷 砂防堰堤工 10
かみしょうがわ いしどまえだに ひみし かきなや さぼうえんていこう

上庄川 石戸前谷 氷見市 柿谷 砂防堰堤工 60
かたかいがわ ひおたにかわ うおづし ひお けいりゅうほぜんこう

片貝川 日尾谷川 魚津市 日尾 渓流保全工 35
かたかいがわ おやまおおたにがわ くろべし おやま けいりゅうほぜんこう

片貝川 尾山大谷川 黒部市 尾山 渓流保全工 9

合計 ２２箇所 570

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（富山県　2/6）

事業区分 水系名 渓流名 所在地



地すべり
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

大規模特定 そうれちく とやまし やまだそうれ よこぼーりんぐこう

砂防等事業 沢連地区 富山市 山田沢連 横ボーリング工 10
ゆちく とやまし やまだゆ のりめんこう

湯地区 富山市 山田湯 法面工 50
ずかわちく たかおかし ずかわ しゅうすいせいこう

頭川地区 高岡市 頭川 集水井工 65

小計 ３箇所 125

事業間連携 すわまちちく とやまし やつおまちすわまち のりめんこう

砂防等事業 諏訪町地区 富山市 八尾町諏訪町 法面工 10
ながさかちく ひみし ながさか よこぼーりんぐこう

長坂地区 氷見市 長坂 横ボーリング工 8
おおしまちく なんとし かごど よこぼーりんぐこう

大島地区 南砺市 篭渡 横ボーリング工 15
つぼのちく おやべし たにつぼのほか よこぼーりんぐこう

坪野地区 小矢部市 谷坪野外 横ボーリング工 10

小計 ４箇所 43

７箇所 168

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（富山県　3/6）

所在地事業区分 水系名 箇所名

合計



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 ほんごう(2)ちく なめりかわし ほんごう らくせきたいさくこう

砂防等事業 本江(2)地区 滑川市 本江 落石対策工 27

１箇所 27
※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（富山県　4/6）

所在地事業区分 水系名 箇所名

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 しみずたにかわ　ほか とやまし　ほか にれはら　ほか ろうきゅうかたいさく

事業 清水谷川　外 富山市　外 楡原　外 老朽化対策 1,937

１箇所 1,937
※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（富山県　5/6）

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

とやまし しみずたにかわ　ほか しみずたにえんてい　とう

富山県 富山市 清水谷川　外 清水谷堰堤　等 砂防堰堤工　等 改築　等
たかおかし ひろたにがわ　ほか にしひろたにいちごうえんてい　とう

高岡市 広谷川　外 西広谷１号堰堤　等 砂防堰堤工　等 改築　等
うおづし ひがしまたたにかわ　ほか たばこえんてい　とう

魚津市 東又谷川　外 煙草堰堤　等 砂防堰堤工　等 改築　等
ひみし みおがわ　ほか みおがわにごうえんてい　とう

氷見市 三尾川　外 三尾川２号堰堤　等 砂防堰堤工　等 改築　等
なめりかわし こうちがわ　ほか こうちがわけいりゅうほぜんこう　とう

滑川市 高知川　外 高知川渓流保全工　等 渓流保全工　等 修繕　等
くろべし ふせがわ　ほか ふくひらさんごうえんてい　とう

黒部市 布施川　外 福平３号堰堤　等 砂防堰堤工　等 改築　等
となみし わだがわ　ほか わだがわけいりゅうほぜんこう　とう

砺波市 和田川　外 和田川渓流保全工　等 渓流保全工　等 修繕　等
おやべし はちぶせがわ　ほか はちぶせがわえんてい　とう

小矢部市 八伏川　外 八伏川堰堤　等 砂防堰堤工　等 改築　等
なんとし なしたにがわ　ほか ながとろえんてい　とう

南砺市 梨谷川　外 長瀞堰堤　等 砂防堰堤工　等 改築　等
かみいちまち おまたがわ　ほか おまたいちごうえんてい　とう

上市町 小又川　外 小又１号堰堤　等 砂防堰堤工　等 改築　等
たてやままち よこえちく　ほか よこえちくきゅうけいしゃちほうかいぼうししせつ　とう

立山町 横江地区　外 横江地区急傾斜地崩壊防止施設　　等 擁壁工　等 改築　等
にゅうぜんまち ふなかわ　ほか ふなかわだいにごうえんてい　とう

入善町 舟川　外 舟川第２号堰堤　等 砂防堰堤工　等 改築　等
あさひまち さかいがわ　ほか さかいがわだいさんごうえんてい　とう

朝日町 境川　外 境川第３号堰堤　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（富山県　6/6）

事業主体名 市町村名
渓流名
箇所名



北陸地方整備局（富山県） （単位：百万円）

海岸保全施設整備事業 下新川海岸 入善町
にゅうぜんまち

、朝日町
あ さ ひ ま ち

1,430

富山県　計 1,430

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 備考



富山県 （単位：百万円）

海岸メンテナンス事業 富山県沿岸海岸、朝日海岸 朝日
あ さ ひ

町
まち

、魚津
う お づ

市
し

、滑川市
なめりかわし

　等
と う

170 ※個別内容については、別紙参照

富山県　計 170

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・富山県）

※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

富山県
朝日町、魚津市、滑川市、富山市、高
岡市、氷見市

富山県沿岸海岸メンテナンス事業 長寿命化計画

富山県 朝日町、滑川市 朝日海岸メンテナンス事業 護岸、消波工、離岸堤



令和４年度当初予算　下水道事業

都道府県名：富山県 （単位：千円）

新鍛冶川排水区大規模雨水処理施設
整備事業

富山市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

584,180 292,090

下冨居排水区大規模雨水処理施設整
備事業

富山市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

299,580 149,790

松川第二排水区大規模雨水処理施設
整備事業

富山市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

133,812 66,906

事業名 事業主体 事業種別 事業費 国費

計 1,017,572 508,786



富　山　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　 富山県

（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

51,778

富山市 富山市 継続 富山市公共交通沿線地区 4.5/10 23,300

1,139,600

富山市 富山市 継続 富山市中心市街地地区 1/2 569,800

200,000

高岡市 高岡市 継続 福岡中央地区（第3期） 1/2 100,000

1/2, 491,579

魚津市 魚津市 継続 魚津市中心市街地地区 4.5/10 233,500

1/2, 1,362,737

氷見市 氷見市 継続 氷見地区(第3期) 4.5/10 647,300

1/2, 819,368

黒部市 黒部市 継続 黒部市中心市街地地区 4.5/10 389,200

138,600

入善町 入善町 継続 入善市街地地区 1/2 69,300

4,203,662

合計 2,032,400

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 富山県
（単位：千円）

（ 3,000 ）
1,000

計 （ 3,000 ）
1,000

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)

魚津市管内 魚津市 継 1/3
魚津市総合都市交通
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:富山県 (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） 東岩瀬線 富山市 上野新町工区 194

改築 （都） 下伏間江福田線 高岡市 伏木富山港アクセス 882

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:富山県 (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 あいの風とやま鉄道線等 富山市 富山駅付近 2,400

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:富山県 (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 富山市 馬面踏切道 富山県 120

踏切道改良計画事業 高岡市 上黒田踏切道 高岡市 70

踏切道改良計画事業 滑川市 第1坪川踏切道 滑川市 200

踏切道改良計画事業 入善町 新村踏切道 入善町 24



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:富山県 (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 富山県 富山県無電柱化推進計画事業 372
(都)牛島蜷川線〔富山市〕、(都)総曲輪線(電共)〔富山
市〕、(都)高岡伏木線(電共)〔高岡市〕、(都)高岡駅波
岡線(電共)〔高岡市〕



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:富山県 (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） 富山県 富山県通学路緊急対策推進計画 1,475

宮野小学校、熊野小学校、杉原小学校、大沢野小学
校、堀川南小学校、湖南小学校、上庄小学校、西の
杜学園、出町小学校、石動小学校、東部小学校、井
波小学校、城端小学校、ひばり野小学校、桃李小学
校、飯野小学校、さみさと小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 富山市 富山県富山市通学路緊急対策推進計画 86
鵜坂小学校、杉原小学校、大久保小学校、大沢野小
学校、中央小学校、東部小学校、堀川南小学校



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:富山県

整備計画名 要素事業名 市町村名 事業主体

（主）富山環状線　太田南町～本郷町 富山市 富山県

（主）富山環状線　堀 富山市 富山県

（主）富山八尾線　広田 富山市 富山県

（主）立山山田線　八尾町黒田 富山市 富山県

（主）立山山田線　牧田～青柳新 富山市 富山県

（一）東猪谷富山線　上野（Ⅱ期） 富山市 富山県

（都）上大久保上二杉線 富山市 富山県

（都）大泉線 富山市 富山県

一般国道415号　谷屋～大野 氷見市 富山県

（主）高岡氷見線　久目～目詰 氷見市 富山県

（主）氷見惣領志雄線　川尻～飯久保 氷見市 富山県

（都）駅前栄町線 砺波市 富山県

（都）駅南中央線 小矢部市 富山県

（都）寄島西中野線 小矢部市 富山県

（都）井波城端線 南砺市 富山県

（都）谷今町線　北川工区 南砺市 富山県

（主）黒部朝日公園線　中沢 入善町 富山県

（主）入善朝日線　横山～藤原 入善町 富山県

（一）舟見入善線　小杉 入善町 富山県

（一）小摺戸芦崎線　東狐 入善町 富山県

（都）国道８号停車場線 朝日町 富山県

（市）磯部大泉線　大泉町２丁目工区 富山市 富山市

（市）大泉稲荷線　旭町工区 富山市 富山市

（市）大泉線　辰巳町２丁目工区 富山市 富山市

（市）大町本郷線　大町工区 富山市 富山市

（市）宝町大泉東町線　清水元町工区 富山市 富山市

（市）鵜坂速星線　婦中町田島工区 富山市 富山市

（市）工業センター線　高内工区 富山市 富山市

（市）上二杉下大久保線　中大久保工区 富山市 富山市

（市）杉田上高善寺線　八尾町杉田工区 富山市 富山市

富山県通学路緊急対策推進計画

富山県富山市通学路緊急対策推進計画



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 事業費は点検及び計画策定に必要な額を含めて記載

都道府県名:富山県 (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 富山県 橋梁長寿命化修繕計画 4,332 個別の構造物は別紙参照



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
富山県 点検及び計画策定のみの箇所は記載していない

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

富山県橋梁長寿命化修繕計画
富山県 南砺市 156号 駈足谷橋 橋梁 修繕
富山県 砺波市 156号 腰切橋 橋梁 修繕
富山県 南砺市 156号 渡原3号桟道橋 橋梁 修繕
富山県 南砺市 156号 細島橋 橋梁 修繕
富山県 南砺市 156号 小原橋 橋梁 修繕
富山県 砺波市 156号 杉谷橋 橋梁 修繕
富山県 南砺市 156号 杉尾２号橋 橋梁 修繕
富山県 南砺市 156号 杉尾第５号桟道橋 橋梁 修繕
富山県 南砺市 156号 成出橋 橋梁 修繕
富山県 南砺市 156号 渡原１号橋 橋梁 修繕
富山県 南砺市 156号 渡原２号橋 橋梁 修繕
富山県 南砺市 156号 湯出島橋 橋梁 修繕
富山県 南砺市 156号 南出橋 橋梁 修繕
富山県 南砺市 304号 見座桟道橋 橋梁 修繕
富山県 南砺市 304号 新打尾橋 橋梁 修繕
富山県 南砺市 304号 福光橋 橋梁 修繕
富山県 南砺市 304号 梨谷大橋 橋梁 修繕
富山県 砺波市 359号 三合橋 橋梁 修繕
富山県 砺波市 359号 三合橋1号橋 橋梁 修繕
富山県 小矢部市 359号 新津沢大橋 橋梁 修繕
富山県 砺波市 359号 苗加跨線橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 415号 市田袋3号橋 橋梁 修繕
富山県 射水市 415号 シンフナツキ 橋梁 修繕
富山県 射水市 415号 タマチ 橋梁 修繕
富山県 富山市 415号 常願寺大橋 橋梁 修繕
富山県 射水市 415号 新庄川橋（下り） 橋梁 修繕
富山県 射水市 415号 西高木橋（下り） 橋梁 修繕
富山県 射水市 415号 西高木橋（上り） 橋梁 修繕
富山県 氷見市 415号 泉大橋 橋梁 修繕
富山県 高岡市 415号 対港橋（その2） 橋梁 修繕
富山県 高岡市 415号 対港橋歩道橋 橋梁 修繕
富山県 南砺市 471号 松原高架橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 471号 神谷橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 471号 小白木橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 471号 花房橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 471号 大谷橋 橋梁 修繕
富山県 小矢部市 471号 島分橋（上り） 橋梁 修繕
富山県 富山市 472号 高塚橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 472号 土玉生橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 472号 茗ヶ島橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 稲荷町新庄線 赤江川橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 上笹原東町線 一の瀬橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 上笹原東町線 出島橋 橋梁 修繕
富山県 朝日町 上路市振停車場線 上路橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 掛畑井田新線 本法寺橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 河内花崎線 牛滝橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 小倉笹倉線 高田橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 笹津安養寺線 熊野橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 清水小滝谷線 大瀬谷橋（上流側） 橋梁 修繕
富山県 富山市 正間中線 細滝橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 舘本郷添島線 添島2号橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 富山大沢野線 筏川橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 富山大沢野線 上川橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 富山上滝立山線 牛首谷橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 富山上滝立山線 原片桟道橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 富山環状線 黒瀬橋 橋梁 修繕
富山県 立山町 富山立山公園線 荒谷橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 富山停車場線 桜橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 富山八尾線 久婦須橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 中神通井田線 神共橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 流杉町袋線 新庄橋（下流側） 橋梁 修繕
富山県 富山市 流杉町袋線 新庄橋（上流側） 橋梁 修繕
富山県 富山市 西松瀬八十島線 八十島橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 西松瀬八十島線 猟師ヶ原橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 東猪谷富山線 松ヶ谷橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 東猪谷富山線 水和谷橋 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
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富山県 富山市 婦中平岡線 落合橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 八尾大沢野線 大沢野大橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 八尾大沢野線 葛原2号橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 八尾大沢野線 新野積橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 湯八尾線 中村橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 湯八尾線 八尾橋 橋梁 修繕
富山県 魚津市 阿弥陀堂魚津停車場線 天神橋 橋梁 修繕
富山県 小矢部市 安養寺砺波線 経田橋 橋梁 修繕
富山県 南砺市 臼中福光線 豊栄橋 橋梁 修繕
富山県 滑川市 滑川上市線 加嶋橋 橋梁 修繕
富山県 入善町 魚津生地入善線 下黒部橋 橋梁 修繕
富山県 入善町 魚津生地入善線 道市跨線橋 橋梁 修繕
富山県 入善町 魚津生地入善線 平曽橋 橋梁 修繕
富山県 黒部市 魚津入善線 黒部大橋 橋梁 修繕
富山県 黒部市 魚津入善線 黒部小橋 橋梁 修繕
富山県 上市町 剣岳公園線 伊折橋 橋梁 修繕
富山県 上市町 剣岳公園線 出の谷橋(旧)(上り) 橋梁 修繕
富山県 富山市 原千垣停車場線 芳見橋 橋梁 修繕
富山県 滑川市 古鹿熊滑川線 辰野跨線橋 橋梁 修繕
富山県 上市町 五位尾上中町線 開谷橋 橋梁 修繕
富山県 上市町 五位尾上中町線 山見橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 荒屋敷月岡町線 牧野橋 橋梁 修繕
富山県 高岡市 高岡羽咋線 オザキ１ゴウ 橋梁 修繕
富山県 高岡市 高岡小杉線 南郷大橋（下り） 橋梁 修繕
富山県 射水市 高岡小杉線 八幡川橋（下り） 橋梁 修繕
富山県 射水市 高岡青井谷線 大門大橋 橋梁 修繕
富山県 高岡市 高岡氷見線 国条橋 橋梁 修繕
富山県 氷見市 高岡氷見線 寺下橋 橋梁 修繕
富山県 氷見市 高岡氷見線 脇之谷内橋歩道橋 橋梁 修繕
富山県 立山町 寺坪上市線 新藤塚橋 橋梁 修繕
富山県 立山町 寺坪上市線 福田橋 橋梁 修繕
富山県 黒部市 若栗生地線 飯沢跨線橋 橋梁 修繕
富山県 高岡市 守山向野線 二上橋 橋梁 修繕
富山県 高岡市 小野上渡線 五位橋 橋梁 修繕
富山県 小矢部市 小矢部福光線 石動大橋 橋梁 修繕
富山県 小矢部市 小矢部福光線 平田橋 橋梁 修繕
富山県 小矢部市 小矢部福光線 野端跨線橋 橋梁 修繕
富山県 立山町 松倉宮路線 鶴谷橋 橋梁 修繕
富山県 射水市 松木鷲塚線 ヌノメ１ゴウ 橋梁 修繕
富山県 砺波市 新湊庄川線 雄神橋 橋梁 修繕
富山県 黒部市 石田前沢線 堀切跨線橋 橋梁 修繕
富山県 入善町 大家庄上飯野線 草川1号橋 橋梁 修繕
富山県 上市町 大岩神明町線 大岩橋 橋梁 修繕
富山県 黒部市 中山田家新線 田家野橋 橋梁 修繕
富山県 黒部市 朝日宇奈月線 愛本橋 橋梁 修繕
富山県 砺波市 坪野小矢部線 上和田橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 砺波細入線 中村橋 橋梁 修繕
富山県 小矢部市 藤森岡線 渋江大橋 橋梁 修繕
富山県 小矢部市 藤森岡線 農免大橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 八町大門線 木舟橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 八町大門線 中沖橋 橋梁 修繕
富山県 射水市 八町大門線 ハツシヨウ 橋梁 修繕
富山県 射水市 八町大門線 常盤橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 八幡田稲荷線 稲荷町跨線橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 八幡田稲荷線 新赤江川橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 富山外郭環状線 土川橋 橋梁 修繕
富山県 立山町 富山外郭環状線 利田三郷用水橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 富山滑川魚津線 鏡田橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 富山滑川魚津線 小出橋 橋梁 修繕
富山県 滑川市 富山滑川魚津線 早月大橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 富山環状線 荒川跨線橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 富山魚津線 魚躬橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 富山空港線 空港橋 橋梁 修繕
富山県 高岡市 富山戸出小矢部線 バイパス 橋梁 修繕
富山県 小矢部市 富山戸出小矢部線 芹川高架橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 富山高岡線 呉羽跨線橋 橋梁 修繕
富山県 高岡市 富山高岡線 高岡大橋歩道橋 橋梁 修繕
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富山県 富山市 富山高岡線 藤子橋 橋梁 修繕
富山県 射水市 富山小杉線 ワシヅカ３ゴウ 橋梁 修繕
富山県 富山市 富山小杉線 新井田川橋（旧） 橋梁 修繕
富山県 富山市 富山上市線 常盤橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 富山上滝立山線 真川大橋 橋梁 修繕
富山県 立山町 富山立山公園線 奥荒谷橋 橋梁 修繕
富山県 立山町 富山立山公園線 志鷹谷橋 橋梁 修繕
富山県 高岡市 福光福岡線 上蓑高架橋 橋梁 修繕
富山県 魚津市 福平経田線 片貝大橋 橋梁 修繕
富山県 氷見市 仏生寺太田線 石崎橋 橋梁 修繕
富山県 氷見市 仏生寺太田線 神代橋 橋梁 修繕
富山県 氷見市 仏生寺太田線 上堀田橋 橋梁 修繕
富山県 氷見市 仏生寺太田線 白藤その１橋 橋梁 修繕
富山県 氷見市 万尾脇方線 針木橋 橋梁 修繕
富山県 滑川市 蓑輪滑川インター線 上小泉橋 橋梁 修繕
富山県 南砺市 利賀河合線 昌栄橋 橋梁 修繕
富山県 富山市 （一）辻ヶ堂市田袋線 水橋大橋 橋梁 更新
富山県 射水市 415号 新庄川橋（上り） 橋梁 更新
富山県 富山市 富山上市線 常盤橋自歩道橋 橋梁 更新
富山県 南砺市 安居福野線 川崎橋 橋梁 更新
富山県 富山市 富山魚津線 今川橋 橋梁 更新
富山県 氷見市 万尾脇方線 宇波橋 橋梁 更新
富山県 富山市 立山山田線 高善寺橋 橋梁 更新
富山県 南砺市 富山庄川小矢部自転車道線 苗島5号橋 橋梁 撤去



富 山 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 富山県
地区名 事業名 事業費 備考

富山市 空き家対策総合支援事業 13,500
高岡市 空き家対策総合支援事業 4,000
魚津市 空き家対策総合支援事業 146,600
射水市 空き家対策総合支援事業 7,500
立山町 空き家対策総合支援事業 11,768

183,368合計



港 湾 局

(単位：百万円)

事業区分 区分別事業費

富山県
富山県
富山県国 際 拠 点 港 湾 伏 木 富 山 富 山 県 小 計 2,533
富山県 直 轄 2,055
富山県 補 助 478
富山県
富山県個別施設計画作成支援

個別施設計画
作 成 支 援

富 山 県 小 計 18
富山県 補 助 18
富山県

2,551

港湾管理者

富 山 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



港 湾 局

(単位：百万円)

老 朽 化 対 策 魚 津 富 山 県 小 計 100

補 助 100

伏 木 富 山 富 山 県 小 計 64

補 助 64

164

富 山 県

令 和 ４ 年 度　 海 岸 事 業 予 算

事 業 種 別 海 岸 名 海岸管理者
令和4年度事業費

摘　　要

事 業 区 分 区分別事業費

合　　　　計



［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
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［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 
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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　社会資本整備総合交付金の配分

（富山県）
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

交通結節点を中心とした都市拠
点の整備

富山県 28,000 

富山県住まいづくり計画　（第4
期　地域住宅計画）

富山県,氷見市,黒部市,立山町,富山市,高岡
市,射水市,魚津市,滑川市,砺波市,小矢部
市,南砺市,舟橋村,上市町,入善町,朝日町

121,322 

飛騨・富山交流圏域における世
界遺産を中心とした広域観光活
性化計画

富山県 137,250 

安全で快適な道路ネットワーク
の形成

富山県,上市町,朝日町 68,120 

活力ある伏木富山港、魚津港づ
くり（重点）

富山県,高岡市 80,000 

全県域下水道化計画
入善町,黒部市,魚津市,滑川市,中新川広域
行政事務組合,富山県,射水市,氷見市,砺波
市,小矢部市,上市町

869,380 

豊かな自然環境と調和した河
川・海岸づくりの推進

富山県 39,000 

全県域下水道化計画（重点計
画）

朝日町,入善町,黒部市,魚津市,滑川市,上市
町,中新川広域行政事務組合,射水市,富山
県,氷見市

79,500 

北陸新幹線を軸とした北陸３県
における広域観光活性化計画

富山県 309,150 

地域の活力を育む幹線道路の整
備

富山県,入善町,射水市,立山町,上市町 231,080 

活力ある伏木富山港、魚津港づ
くり

富山県,富山市 77,000 

富山市における住環境整備とに
ぎわい拠点の創出（第４期　富
山地域住宅計画）

富山市 70,677 

富山市の交通結節点を中心とし
た都市基盤の整備

富山市 140,006 

富山市における安全で緑豊かな
生活環境の創出（第３期）

富山市 134,500 



（富山県）
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

富山市のウォーカブル地区にお
ける歩きたくなるまちづくりの
推進

富山市 111,400 

富山市公共下水道整備計画 富山市 187,270 

富山駅周辺地区におけるアクセ
ス道路整備

富山市 5,500 

交通結節点を中心とした広域的
な交流基盤づくりと安全・安心
で住み良い活力ある地域づくり

高岡市 21,346 

高岡市公共下水道整備計画 高岡市 277,770 

歴史が感じられる持続可能な住
環境の創造（高岡地域住宅計画
R3-7）

高岡市 162,019 

魚津市の安全・安心な地域づく
り（第２期　魚津地域住宅計
画）

魚津市 23,536 

魚津市における市民の安心・安
全な暮らしを支える道路整備

魚津市 19,090 

魚津市における魅力ある都市公
園づくり

魚津市 15,000 

氷見市住まい整備計画（第４期
氷見地域住宅計画）

氷見市 17,821 

氷見市における災害に強い安
全・安心なまちづくりを図るア
クセス道路整備

氷見市 94,079 

滑川市安全な住環境づくり計画
（第２期　滑川地域住宅計画）

滑川市 2,035 

黒部市における住宅やセーフ
ティネットの構築と住環境の向
上（黒部市地域住宅計画）

黒部市 61,205 

砺波市住まいづくり計画（第４
期　砺波地域住宅計画）

砺波市 31,287 



（富山県）
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

砺波市下水道整備計画（重点計
画）

砺波市 202,000 

小矢部市における生活環境の安
全性及び利便性を高める道路整
備

小矢部市 34,854 

小矢部市下水道化計画（重点計
画）

小矢部市 351,500 

次代に住み継ぐ住宅ストックの
形成（第２期　小矢部地域住宅
計画）

小矢部市 5,488 

南砺市セーフティネットの構築
と住環境の向上（南砺地域住宅
計画）

南砺市 26,288 

南砺市公共下水道整備計画（重
点計画）

南砺市 11,950 

南砺市における安心・安全なく
らしを支えるみちづくり

南砺市 77,522 

射水市における住宅やセーフ
ティネットの構築と住環境の向
上

射水市 6,982 

射水市における物流拠点へのア
クセスの強化と安全・安心な暮
らしを支える道づくり

射水市 19,098 

射水市本開発地区官民連携賑わ
い創出事業

射水市 81,000 

上市町における住宅セーフティ
ネットの構築と住環境の向上
（第４期　上市地域住宅計画）

上市町 3,776 

朝日町における快適で安全・安
心して暮らせる住まい計画（第
３期）

朝日町 56,165 

4,290,966 

※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

（富山県）
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

富山県における安全・安心な住
環境づくり（防災・安全）

富山県 16,884 

全県域下水道化計画（防災・安
全）（重点計画）

魚津市 23,000 

富山県における豊かで安全・安
心な賑わいある都市公園づくり
（防災・安全）

富山県 219,980 

全県域下水道化計画（防災・安
全）

朝日町,入善町,黒部市,魚津市,滑川市,中新
川広域行政事務組合,富山県

464,660 

道路の老朽化対策や防災対策の
推進（防災・安全）

富山県,上市町,入善町,朝日町,黒部市,舟橋
村,滑川市

1,269,949 

雪害のない地域づくり（除雪関
連）

富山県,氷見市,滑川市,上市町,入善町,朝日
町,舟橋村,黒部市,立山町

831,693 

通学路の要対策箇所における安
全対策の推進（防災・安全）
（Ⅱ期）

富山県,射水市,黒部市,入善町,上市町,舟橋
村,朝日町,滑川市

260,765 

通学路等の歩行空間整備による
交通安全対策の推進（防災・安
全）

富山県 280,500 

総合的な治水対策の推進（防
災・安全）

富山県,富山市,高岡市,南砺市,砺波市,入善
町

505,000 

活力ある伏木富山港、魚津港づ
くり（防災・安全）機能強化

富山県 208,000 

富山県における総合的な土砂災
害対策の推進（防災・安全）

富山県,上市町,富山市,高岡市,砺波市,朝日
町,小矢部市,南砺市,射水市

322,140 

安全安心で利便性の高い道路
ネットワークの形成（国土強靭
化）

富山県,入善町,氷見市 205,604 

富山県における総合的な土砂災
害対策の推進（防災・安全：重
点）

富山県 104,450 

富山市における住環境整備とに
ぎわい拠点の創出（第３期　防
災・安全）

富山市 23,949 



（富山県）
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

富山市の通学路等の生活空間に
おける交通安全対策の推進（防
災・安全）

富山市 88,248 

富山市における安全・安心なみ
ちづくりの推進（防災・安全）

富山市 298,183 

富山市公共下水道整備計画（防
災・安全）（重点計画）

富山市 309,710 

富山市公共下水道整備計画（防
災・安全）

富山市 590,340 

高岡市における歩行者・自転車
利用者が安全に通行できる通学
路等の環境整備（防災・安全）

高岡市 194,303 

高岡市公共下水道整備計画（防
災・安全）

高岡市 104,770 

高岡市における都市公園整備に
よる安全・安心で災害に強いま
ちづくり（防災・安全）（第２
期）

高岡市 34,000 

高岡市における暮らしの安心確
保のための環境整備（防災・安
全）

高岡市 118,479 

魚津市における市民の安全・安
心な暮らしを支える道路整備
（防災・安全）

魚津市 54,232 

魚津市における通学路の安全対
策の推進（防災・安全）

魚津市 41,658 

魚津市における安全で安心な都
市公園づくり（防災・安全）

魚津市 12,000 

氷見市下水道施設整備計画（防
災・安全）

氷見市 122,580 

氷見市沿岸部における防災対策
の推進（防災・安全）（第３
期）

氷見市 21,000 

氷見市における安全・安心な住
環境づくり（防災・安全）

氷見市 4,050 



（富山県）
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

氷見市における通学路の要対策
箇所における安全の確保（防
災・安全）

氷見市 24,750 

氷見市における安全・安心な道
路交通環境の整備推進（防災・
安全）

氷見市 34,976 

滑川市における安心・安全な緑
あふれる都市公園づくりの推進
（防災・安全）（第２期）

滑川市 35,000 

黒部市における住宅セーフティ
ネットの構築と住環境の向上
（防災・安全）

黒部市 31,967 

黒部市における安全で安心な都
市公園づくり（防災・安全）
（第２期）

黒部市 27,500 

砺波チューリップ公園の長寿命
化と安全・安心で快適なまちづ
くり（防災・安全）（第２期）

砺波市 10,000 

砺波市における都市公園の長寿
命化と安全・安心で快適なまち
づくり（防災・安全）（第２
期）

砺波市 21,000 

砺波市における散居に広がる安
全で安心して暮らせるまちづく
り（防災・安全）

砺波市 86,616 

砺波市における通学路の安全を
確保するまちづくり（防災・安
全）

砺波市 65,141 

小矢部市における子どもたちの
安全安心な歩行空間整備（防
災・安全）

小矢部市 10,450 

小矢部市下水道化計画（防災・
安全）

小矢部市 8,100 

小矢部市における雪や災害に強
い安全安心な地域づくり（防
災・安全）

小矢部市 35,735 

南砺市における道路施設メンテ
ナンスの推進（防災・安全）

南砺市 51,920 

南砺市公共下水道整備計画（防
災・安全）

南砺市 18,650 



（富山県）
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

南砺市における子ども達にやさ
しい通学路づくり（防災・安
全）

南砺市 281,401 

南砺市における快適で災害に強
いみちづくり（防災・安全）

南砺市 103,440 

射水市における快適で安全・安
心して暮らせる住まい計画（第3
期）

射水市 92,184 

射水市浸水対策事業の推進（防
災・安全）（重点計画）

射水市 134,670 

射水市下水道事業の推進（防
災・安全）

射水市 62,130 

射水市都市公園の長寿命化と安
全・安心な公園づくり（防災・
安全）（第2期）

射水市 10,000 

射水市における雪や災害に強い
安心・安全なまちづくり（防
災・安全）

射水市 72,813 

上市町における安全・安心な都
市公園づくりの推進（防災・安
全）

上市町 3,850 

地域の生活環境の向上による
「住みやすさが実感できるまち
づくり」

立山町 20,600 

立山町における安全・安心な公
園づくりの推進(防災・安全)

立山町 22,720 

立山町の安全で安心な通学路と
暮らしを支えるまちづくり（防
災・安全）

立山町,富山県 77,167 

8,072,907 

※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


