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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：静岡県 (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 沼津市～函南町 東駿河湾環状道路 10

改築 国道1号 沼津市 東駿河湾環状道路(沼津岡宮～愛鷹) 775

改築 国道1号 富士市～静岡市 富士由比バイパス 28

改築 国道1号 静岡市 静清バイパス 7,721

改築 国道1号 藤枝市～島田市 藤枝バイパス 2,624

改築 国道1号 島田市～掛川市 島田金谷バイパス 2,900

改築 国道1号 浜松市 浜松バイパス（長鶴～中田島） 50

改築 国道138号 御殿場市 御殿場バイパス（西区間） 263

改築 国道139号 富士市 富士改良 840

改築 国道246号 小山町～沼津市 裾野バイパス 100

改築 国道414号 下田市 河津下田道路（Ⅰ期） 880

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：静岡県 (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414号 河津町～下田市 河津下田道路（Ⅱ期） 7,402

改築 国道474号 浜松市 青崩峠道路 2,969

改築 国道474号 浜松市 水窪佐久間道路 605



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：静岡県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

清水町地区歩道空間改善（清水町） 140

沼津西部地区歩道空間改善（沼津市） 97

黒金町地区通行空間整備（静岡市） 220

丸子地区交差点改良（静岡市） 45

西郷ＩＣ改良（掛川市） 171

大池ＩＣ改良（掛川市） 9

中野町ＩＣ改良（浜松市） 9

長鶴交差点改良（浜松市） 21

浜松西部地区事故対策（湖西市） 205

広見ＩＣ交差点改良（富士市） 60

富士宮地区通行空間整備（富士宮市） 100

交通安全 国道139号
富士市、
富士宮市

静岡139号交通安全対策 160

路線名 備考

交通安全 国道1号
清水町、沼津市
静岡市、掛川市
浜松市、湖西市

静岡1号交通安全対策 917



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：静岡県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費路線名 備考

小山上野地区視距改良（小山町） 130

長泉ＩＣ交差点改良（長泉町） 100

交通安全 230国道246号 小山町、長泉町 静岡246号交通安全対策



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：静岡県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

国吉田電線共同溝（静岡市) 15

栄町地区電線共同溝（静岡市) 125

福塚電線共同溝（浜松市) 45

伏見電線共同溝（清水町) 25

電線共同溝 国道138号 小山町 静岡138号電線共同溝 12 須走電線共同溝 12

電線共同溝

路線名 備考

国道1号
静岡市、浜松市、
清水町

210静岡1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：静岡県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

補助事業

改築 国道473号 島田市、菊川市 金谷相良道路Ⅱ 1,120 金谷御前崎連絡道路

改築 （主） 浜松環状線 浜松市 中郡・笠井工区 50

改築 （都） 焼津広幡線 焼津市 越後島工区 900

改築 国道152号 浜松市 池島～大原 308

改築 （市） 葛沢2号線 静岡市 (仮称)両河内スマートICアクセス 25

改築 （町） 3628号線 小山町 (仮称)小山スマートICアクセス 135

改築 国道150号 静岡市 久能拡幅 373

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：静岡県 (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136号 松崎町 松崎町道部 50

土砂災害対策 国道152号 浜松市
城西～大井、瀬尻～大嶺、地頭方
～城西、池島～長尾

233

土砂災害対策 国道414号 下田市 下田市河内 60

土砂災害対策 国道473号 浜松市、島田市 大井～浦川、島田市川根町抜里 46

土砂災害対策 (主) 清水富士宮線 富士宮市 富士宮市内房 100

土砂災害対策 (一) 静岡朝比奈藤枝線 藤枝市 藤枝市岡部町宮島2 45

土砂災害対策 (一) 大河内森線 森町 森町三倉 30

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：静岡県 (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 静岡県 静岡県無電柱化推進計画事業 654

(国)301号(新居)〔湖西市〕、(国)301号(新居Ⅱ)〔湖西
市〕、(国)414号(杉崎町)〔沼津市〕、(国)414号(日の出
町)〔沼津市〕、(主)三島裾野線(中央町)〔三島市〕、(主)
三島停車場線(一番町)〔三島市〕、(一)富士富士宮線
(宮町)〔富士宮市〕、(一)静岡空港線(坂口～湯日)〔牧
之原市～島田市〕、(都)沼津南一色線(沼津市江原町)
〔沼津市〕、(都)新橋茱萸沢線(御殿場市新橋)〔御殿場
市〕、(都)西間門新谷線(4工区)〔清水町〕、(都)静波1
号幹線(牧之原市静波)〔牧之原市〕

無電柱化推進計画事業 沼津市 静岡県無電柱化推進計画事業 32
(都)沼津南一色線(沼津市東熊堂)ほか1路線、(都)千
本香貫山線(沼津市本)

無電柱化推進計画事業 長泉町 静岡県無電柱化推進計画事業 24 (町)732号線(下土狩)

無電柱化推進計画事業 静岡市 静岡市無電柱化推進計画事業 303

(国)149号(港町2丁目～富士見町)、(主)山脇大谷線
(大谷工区)、(主)山脇大谷線(池田･小鹿工区)、(市)丸
子池田線(小黒工区)、(市)御幸町鷹匠町2号線(御幸
町～鷹匠1丁目)、(市)本通一丁目紺屋町線(七間町～
呉服町2丁目)、(都)日出町高松線(八幡工区)

無電柱化推進計画事業 浜松市 浜松市無電柱化推進計画事業 194
(都)旭町鴨江線(鴨江工区)、(都)植松伊左地線(野口
～山下工区)



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：静岡県 (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） 浜松市 浜松市根洗整備地区 浜松市 83

交通安全対策（地区内連携） 森町 森・天宮地区 森町 247

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：静岡県 (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） 静岡県 静岡県通学路緊急対策推進計画 88 東小学校、葉梨小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 静岡市 静岡市通学路緊急対策推進計画 244
井宮北小学校、番町小学校、竜南小学校、賤機南小
学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 浜松市 浜松市通学路緊急対策推進計画 140
井伊谷小学校、笠井小学校、金指小学校、光明小学
校

交通安全対策（通学路緊急対策） 富士市 静岡県富士市通学路緊急対策推進計画 4 須津小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 磐田市 静岡県磐田市通学路緊急対策推進計画 5 向笠小学校



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：静岡県 (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 静岡市 長崎道踏切道 静岡市 81

踏切道改良計画事業 沼津市 第二小諏訪踏切道 沼津市 230

踏切道改良計画事業 湖西市 鷲津踏切道 湖西市 78



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：静岡県 (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 ＪＲ東海道本線・御殿場線 沼津市 沼津駅付近（静岡県） 900

連続立体交差 ＪＲ東海道本線・御殿場線 沼津市 沼津駅付近（沼津市） 100

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：静岡県 (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 静岡県 橋梁長寿命化修繕計画 7,536 別紙参照

道路メンテナンス事業 静岡県 トンネル長寿命化修繕計画 93 別紙参照

道路メンテナンス事業 静岡県 道路附属物等長寿命化修繕計画 340 別紙参照

道路メンテナンス事業 静岡市 橋梁長寿命化修繕計画 2,793 別紙参照

道路メンテナンス事業 静岡市 トンネル長寿命化修繕計画 12 別紙参照

道路メンテナンス事業 静岡市 道路附属物等長寿命化修繕計画 29 別紙参照

道路メンテナンス事業 浜松市 橋梁長寿命化修繕計画 3,203 別紙参照

道路メンテナンス事業 浜松市 トンネル長寿命化修繕計画 273 別紙参照

道路メンテナンス事業 浜松市 道路附属物等長寿命化修繕計画 332 別紙参照

道路メンテナンス事業 沼津市 橋梁長寿命化修繕計画 310 別紙参照

道路メンテナンス事業 沼津市 トンネル長寿命化修繕計画 11 別紙参照

道路メンテナンス事業 熱海市 橋梁長寿命化修繕計画 102 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：静岡県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

道路メンテナンス事業 三島市 橋梁長寿命化修繕計画 107 別紙参照

道路メンテナンス事業 三島市 道路附属物等長寿命化修繕計画 39 別紙参照

道路メンテナンス事業 富士宮市 橋梁長寿命化修繕計画 169 別紙参照

道路メンテナンス事業 伊東市 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 島田市 橋梁長寿命化修繕計画 143 別紙参照

道路メンテナンス事業 富士市 橋梁長寿命化修繕計画 227 別紙参照

道路メンテナンス事業 富士市 道路附属物等長寿命化修繕計画 95 別紙参照

道路メンテナンス事業 磐田市 橋梁長寿命化修繕計画 276 別紙参照

道路メンテナンス事業 磐田市 道路附属物等長寿命化修繕計画 32 別紙参照

道路メンテナンス事業 焼津市 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 掛川市 橋梁長寿命化修繕計画 339 別紙参照

道路メンテナンス事業 掛川市 トンネル長寿命化修繕計画 18 別紙参照

道路メンテナンス事業 掛川市 道路附属物等長寿命化修繕計画 40 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：静岡県 (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 藤枝市 橋梁長寿命化修繕計画 239 別紙参照

道路メンテナンス事業 御殿場市 橋梁長寿命化修繕計画 54 別紙参照

道路メンテナンス事業 袋井市 橋梁長寿命化修繕計画 117 別紙参照

道路メンテナンス事業 下田市 橋梁長寿命化修繕計画 149 別紙参照

道路メンテナンス事業 裾野市 橋梁長寿命化修繕計画 120 別紙参照

道路メンテナンス事業 湖西市 橋梁長寿命化修繕計画 28 別紙参照

道路メンテナンス事業 伊豆市 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 御前崎市 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 菊川市 橋梁長寿命化修繕計画 177 別紙参照

道路メンテナンス事業 菊川市 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 伊豆の国市 橋梁長寿命化修繕計画 134 別紙参照

道路メンテナンス事業 牧之原市 橋梁長寿命化修繕計画 58 別紙参照

道路メンテナンス事業 東伊豆町 橋梁長寿命化修繕計画 53 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：静岡県 (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 河津町 橋梁長寿命化修繕計画 77 別紙参照

道路メンテナンス事業 南伊豆町 橋梁長寿命化修繕計画 46 別紙参照

道路メンテナンス事業 松崎町 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 西伊豆町 橋梁長寿命化修繕計画 101 別紙参照

道路メンテナンス事業 西伊豆町 トンネル長寿命化修繕計画 122 別紙参照

道路メンテナンス事業 函南町 橋梁長寿命化修繕計画 29 別紙参照

道路メンテナンス事業 清水町 橋梁長寿命化修繕計画 17 別紙参照

道路メンテナンス事業 長泉町 橋梁長寿命化修繕計画 149 別紙参照

道路メンテナンス事業 小山町 橋梁長寿命化修繕計画 32 別紙参照

道路メンテナンス事業 吉田町 橋梁長寿命化修繕計画 79 別紙参照

道路メンテナンス事業 川根本町 橋梁長寿命化修繕計画 70 別紙参照

道路メンテナンス事業 森町 橋梁長寿命化修繕計画 52 別紙参照
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静岡県橋梁長寿命化修繕計画
静岡県 伊東市 県道135号 唐人川橋 橋梁 修繕
静岡県 湖西市 県道新居浜名線 月見橋側道橋上 橋梁 修繕
静岡県 湖西市 県道新居浜名線 月見橋側道橋下 橋梁 修繕
静岡県 磐田市 県道磐田掛川線 今之浦橋 橋梁 修繕
静岡県 磐田市 県道磐田袋井線 三ヶ野高架橋ランプＢ 橋梁 修繕
静岡県 御殿場市 県道御殿場大井線 高根橋 橋梁 修繕
静岡県 御前崎市 県道佐倉御前崎港線 芹沢橋BOX 橋梁 修繕
静岡県 焼津市 県道静岡焼津線 宮本橋3 橋梁 修繕
静岡県 沼津市 県道下土狩徳倉沼津港線 江川橋2 橋梁 修繕
静岡県 菊川市 県道大東菊川線 一丁田橋BOX 橋梁 修繕
静岡県 藤枝市 県道高洲和田線 高洲1号橋 橋梁 修繕
静岡県 沼津市 県道沼津停車場東沢田線 高島橋 橋梁 修繕
静岡県 清水町 県道沼津三島線 境川橋3 橋梁 修繕
静岡県 沼津市 県道東柏原沼津線 市道橋 橋梁 修繕
静岡県 裾野市 県道富士裾野線 棚の橋1 橋梁 修繕
静岡県 三島市 県道三島停車場線 佐野橋 橋梁 修繕
静岡県 吉田町 県道焼津榛原線 太平橋 橋梁 修繕
静岡県 焼津市 県道焼津榛原線 めがね橋 橋梁 修繕
静岡県 伊豆市 県道伊東修善寺線 修善寺橋 橋梁 修繕
静岡県 伊豆市 県道伊東西伊豆線 宮上橋2 橋梁 修繕
静岡県 伊豆市 県道伊東西伊豆線 戸倉野橋 橋梁 修繕
静岡県 清水町 県道下土狩徳倉沼津港線 徳倉橋2 橋梁 修繕
静岡県 島田市 県道掛川川根線 前山橋1 橋梁 修繕
静岡県 掛川市 県道掛川大東線 小笠橋2 橋梁 修繕
静岡県 掛川市 県道掛川大東線 板沢橋2 橋梁 修繕
静岡県 森町 県道掛川天竜線 谷崎橋-2 橋梁 修繕
静岡県 菊川市 県道掛川浜岡線 宇東跨線橋 橋梁 修繕
静岡県 菊川市 県道吉田大東線 矢田部橋 橋梁 修繕
静岡県 菊川市 県道吉田大東線 篭田橋 橋梁 修繕
静岡県 沼津市 県道原木沼津線 御成橋 橋梁 修繕
静岡県 掛川市 県道原里大池線 前側橋 橋梁 修繕
静岡県 伊豆の国市 県道古奈伊豆長岡停車場線 千歳橋2 橋梁 修繕
静岡県 函南町 県道御園伊豆仁田停車場線 塚本橋 橋梁 修繕
静岡県 御殿場市 県道御殿場箱根線 御殿場高架橋 橋梁 修繕
静岡県 御前崎市 県道佐倉御前崎港線 小塩橋1 橋梁 修繕
静岡県 御前崎市 県道佐倉御前崎港線 日向子橋BOX 橋梁 修繕
静岡県 三島市 県道三島裾野線 粳橋 橋梁 修繕
静岡県 三島市 県道三島裾野線 富士見橋6 橋梁 修繕
静岡県 三島市 県道三島静浦港線 平田橋1 橋梁 修繕
静岡県 三島市 県道三島静浦港線 新城橋 橋梁 修繕
静岡県 沼津市 県道三島富士線 大橋3 橋梁 修繕
静岡県 三島市 県道三島富士線 小浜橋 橋梁 修繕
静岡県 長泉町 県道三島富士線 牧堰橋 橋梁 修繕
静岡県 小山町 県道山中湖小山線 大槻橋BOX 橋梁 修繕
静岡県 伊豆市 県道修善寺天城湯ヶ島線 横金橋 橋梁 修繕
静岡県 小山町 県道沼津小山線 頓沢橋拡幅部 橋梁 修繕
静岡県 小山町 県道沼津小山線 天神橋2 橋梁 修繕
静岡県 裾野市 県道沼津小山線 溝橋2 橋梁 修繕
静岡県 御殿場市 県道沼津小山線 寺前橋2 橋梁 修繕
静岡県 御殿場市 県道沼津小山線 湯沢橋1 橋梁 修繕
静岡県 小山町 県道沼津小山線 白糸橋 橋梁 修繕
静岡県 御殿場市 県道沼津小山線 蓬来橋 橋梁 修繕
静岡県 沼津市 県道沼津土肥線 吉妻橋 橋梁 修繕
静岡県 沼津市 県道沼津土肥線 古宇橋1 橋梁 修繕
静岡県 沼津市 県道沼津土肥線 立保橋 橋梁 修繕
静岡県 藤枝市 県道焼津岡部線 三輪橋BOX 橋梁 修繕
静岡県 焼津市 県道焼津森線 牛田橋 橋梁 修繕
静岡県 藤枝市 県道焼津森線 山鼻橋2 橋梁 修繕
静岡県 掛川市 県道焼津森線 真砂橋 橋梁 修繕
静岡県 島田市 県道焼津森線 中村橋2 橋梁 修繕
静岡県 掛川市 県道焼津森線 田島橋 橋梁 修繕
静岡県 焼津市 県道焼津大井川線 松原橋6 橋梁 修繕
静岡県 焼津市 県道焼津藤枝線 鴻益橋 橋梁 修繕
静岡県 焼津市 県道上青島焼津線 松葉橋1 橋梁 修繕
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静岡県 焼津市 県道上青島焼津線 江川橋4 橋梁 修繕
静岡県 富士宮市 県道清水富士宮線 中条橋 橋梁 修繕
静岡県 伊豆の国市 県道静浦港韮山停車場線 長塚橋 橋梁 修繕
静岡県 川根本町 県道接岨峡線 市代橋 橋梁 修繕
静岡県 川根本町 県道接岨峡線 接岨峡大橋 橋梁 修繕
静岡県 川根本町 県道川根寸又峡線 桑野山高架橋 橋梁 修繕
静岡県 川根本町 県道川根寸又峡線 八木橋 橋梁 修繕
静岡県 川根本町 県道川根寸又峡線 両国橋 橋梁 修繕
静岡県 菊川市 県道相良大須賀線 新川橋3 橋梁 修繕
静岡県 島田市 県道蔵田島田線 坂本橋2 橋梁 修繕
静岡県 小山町 県道足柄停車場富士公園線 大胡田橋BOX 橋梁 修繕
静岡県 菊川市 県道袋井小笠線 堂山橋 橋梁 修繕
静岡県 掛川市 県道袋井大須賀線 丸池橋 橋梁 修繕
静岡県 袋井市 県道袋井停車場線 静橋1 橋梁 修繕
静岡県 森町 県道大河内森線 吉川橋 橋梁 修繕
静岡県 御前崎市 県道大東相良線 雨垂橋2 橋梁 修繕
静岡県 富士市 県道鷹岡富士停車場線 潤井川橋1 橋梁 修繕
静岡県 富士市 県道鷹岡柚木線 龍厳橋 橋梁 修繕
静岡県 御殿場市 県道滝ヶ原富士岡線 大駒橋 橋梁 修繕
静岡県 小山町 県道竹之下小山線 入山橋1 橋梁 修繕
静岡県 小山町 県道竹之下小山線 花戸橋 橋梁 修繕
静岡県 小山町 県道竹之下小山線 落合橋2 橋梁 修繕
静岡県 伊豆市 県道中大見八幡野線 大幡野橋 橋梁 修繕
静岡県 掛川市 県道中方千浜線 千手橋 橋梁 修繕
静岡県 富士市 県道田子浦港富士インター線 大堀橋2 橋梁 修繕
静岡県 島田市 県道島田岡部線 祇園町橋(側下り) 橋梁 修繕
静岡県 島田市 県道島田岡部線 祇園町橋(側上り) 橋梁 修繕
静岡県 島田市 県道島田吉田線 谷口橋5 橋梁 修繕
静岡県 藤枝市 県道藤枝黒俣線 赤坂橋 橋梁 修繕
静岡県 藤枝市 県道藤枝黒俣線 大出橋 橋梁 修繕
静岡県 藤枝市 県道藤枝黒俣線 矢崎橋 橋梁 修繕
静岡県 松崎町 県道南伊豆松崎線 風早橋2 橋梁 修繕
静岡県 掛川市 県道日坂沢田線 葛川橋 橋梁 修繕
静岡県 伊豆の国市 県道韮山伊豆長岡修善寺線 石堂橋 橋梁 修繕
静岡県 函南町 県道熱海函南線 小谷之沢橋 橋梁 修繕
静岡県 函南町 県道熱海函南線 第2丹那橋 橋梁 修繕
静岡県 函南町 県道熱海函南線 棚之沢橋 橋梁 修繕
静岡県 函南町 県道熱海函南線 牧場橋 橋梁 修繕
静岡県 東伊豆町 県道熱川片瀬線 熱川橋 橋梁 修繕
静岡県 磐田市 県道磐田停車場長野線 新坊僧川橋 橋梁 修繕
静岡県 磐田市 県道磐田福田線 中央橋1 橋梁 修繕
静岡県 御前崎市 県道浜岡菊川線 苗代橋 橋梁 修繕
静岡県 掛川市 県道浜松御前崎自転車道線 白砂橋 橋梁 修繕
静岡県 富士宮市 県道富士根停車場線 富士本橋1 橋梁 修繕
静岡県 富士市 県道富士停車場伝法線 山橋 橋梁 修繕
静岡県 富士市 県道富士白糸滝公園線 中原橋2 橋梁 修繕
静岡県 富士市 県道富士富士宮由比線 富士見橋1 橋梁 修繕
静岡県 富士宮市 県道富士富士宮由比線 野中橋1 橋梁 修繕
静岡県 熱海市 国道135号 伊豆山１号桟道橋 橋梁 修繕
静岡県 伊東市 国道135号 烏川橋歩道橋 橋梁 修繕
静岡県 伊東市 国道135号 汐留橋 橋梁 修繕
静岡県 熱海市 国道135号 舟留橋 橋梁 修繕
静岡県 東伊豆町 国道135号 小井戸橋 橋梁 修繕
静岡県 熱海市 国道135号 曽我浦橋 橋梁 修繕
静岡県 伊東市 国道135号 大瀧橋 橋梁 修繕
静岡県 熱海市 国道135号 仲川橋1 橋梁 修繕
静岡県 東伊豆町 国道135号 入谷橋2 橋梁 修繕
静岡県 東伊豆町 国道135号 白田橋 橋梁 修繕
静岡県 東伊豆町 国道135号 友路橋 橋梁 修繕
静岡県 熱海市 国道135号 老松橋 橋梁 修繕
静岡県 伊豆市 国道136号 小四郎橋 橋梁 修繕
静岡県 函南町 国道136号 新蛇ヶ橋 橋梁 修繕
静岡県 伊豆市 国道136号 舩原大橋 橋梁 修繕
静岡県 伊豆市 国道136号 越路Cランプ橋 橋梁 修繕
静岡県 南伊豆町 国道136号 志戸橋1 橋梁 修繕
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静岡県 伊豆市 国道136号 狩野川大橋 橋梁 修繕
静岡県 伊豆市 国道136号 西尾平橋 橋梁 修繕
静岡県 三島市 国道136号 第1避溢橋上流側側道橋 橋梁 修繕
静岡県 函南町 国道136号 第2避溢橋 橋梁 修繕
静岡県 南伊豆町 国道136号 天狗橋 橋梁 修繕
静岡県 吉田町 国道150号 富士見橋4 橋梁 修繕
静岡県 磐田市 国道150号 掛塚橋 橋梁 修繕
静岡県 川根本町 国道362号 札堂橋 橋梁 修繕
静岡県 川根本町 国道362号 富士城橋 橋梁 修繕
静岡県 伊豆の国市 国道414号 大門橋側道橋 橋梁 修繕
静岡県 伊豆市 国道414号 天城大橋 橋梁 修繕
静岡県 富士宮市 国道469号 東光寺橋 橋梁 修繕
静岡県 富士宮市 国道469号 柳橋2 橋梁 修繕
静岡県 伊東市 国道135号 初津橋 橋梁 修繕
静岡県 島田市 県道伊久美元島田線 供方橋 橋梁 修繕
静岡県 藤枝市 県道伊久美藤枝線 浜井場橋 橋梁 修繕
静岡県 牧之原市 県道菊川榛原線 戸塚橋 橋梁 修繕
静岡県 富士市 県道吉原停車場吉原線 河合橋 橋梁 修繕
静岡県 藤枝市 県道焼津森線 横内橋2 橋梁 修繕
静岡県 藤枝市 県道焼津森線 宮前橋4 橋梁 修繕
静岡県 焼津市 県道焼津大井川線 一色大橋 橋梁 修繕
静岡県 富士宮市 県道上稲子長貫線 仲橋1 橋梁 修繕
静岡県 藤枝市 県道静岡朝比奈藤枝線 関谷橋 橋梁 修繕
静岡県 藤枝市 県道静岡朝比奈藤枝線 柚ﾉ木橋 橋梁 修繕
静岡県 藤枝市 県道相俣岡部線 玉取橋 橋梁 修繕
静岡県 藤枝市 県道相俣岡部線 近又橋 橋梁 修繕
静岡県 藤枝市 県道相俣岡部線 落合橋7 橋梁 修繕
静岡県 島田市 県道島田吉田線 島田大橋 橋梁 修繕
静岡県 島田市 県道島田金谷線 大井川橋 橋梁 修繕
静岡県 松崎町 県道湯ヶ野松崎線 那賀川橋 橋梁 修繕
静岡県 藤枝市 県道藤枝静岡線 八幡橋2 橋梁 修繕
静岡県 南伊豆町 県道南伊豆松崎線 川合野橋 橋梁 修繕
静岡県 富士宮市 県道富士川身延線 内房橋 橋梁 修繕
静岡県 西伊豆町 国道136号 黒浜桟道橋 橋梁 修繕
静岡県 南伊豆町 国道136号 湯けむり橋 橋梁 修繕
静岡県 焼津市 国道150号 焼津高架(上り線)橋 橋梁 修繕
静岡県 焼津市 国道150号 新瀬戸川橋 橋梁 修繕
静岡県 湖西市 国道301号 西浜名橋 橋梁 修繕
静岡県 川根本町 国道473号 境川橋2 橋梁 修繕
静岡県 点検計画

静岡県トンネル長寿命化修繕計画
静岡県 伊豆市 県道伊東修善寺線 冷川トンネル トンネル 修繕
静岡県 焼津市 県道静岡焼津線 小浜隧道 トンネル 修繕
静岡県 南伊豆町 県道下田石廊松崎線 小城トンネル トンネル 修繕
静岡県 南伊豆町 県道下田石廊松崎線 石室トンネル トンネル 修繕
静岡県 南伊豆町 県道下田石廊松崎線 仲木トンネル トンネル 修繕
静岡県 南伊豆町 県道下田石廊松崎線 入間第１トンネル トンネル 修繕
静岡県 河津町 国道135号 縄地隧道 トンネル 修繕
静岡県 東伊豆町 国道135号 友路トンネル トンネル 修繕
静岡県 河津町 国道414号 登尾トンネル トンネル 修繕

静岡県道路附属物等長寿命化修繕計画
静岡県 南伊豆町 県道下田石廊松崎線 大瀬横断歩道橋 道路附属物等 修繕
静岡県 袋井市 県道磐田掛川線 浅岡歩道橋 道路附属物等 修繕
静岡県 掛川市 県道磐田掛川線 平野歩道橋 道路附属物等 修繕
静岡県 袋井市 県道磐田袋井線 木原歩道橋 道路附属物等 修繕
静岡県 磐田市 県道磐田袋井線 西島歩道橋 道路附属物等 修繕
静岡県 掛川市 県道小笠山総合運動公園線 曽我高架橋昇降路（起点側） 道路附属物等 修繕
静岡県 掛川市 県道小笠山総合運動公園線 曽我高架橋昇降路（終点側） 道路附属物等 修繕
静岡県 菊川市 県道掛川浜岡線 堀田歩道橋 道路附属物等 修繕
静岡県 掛川市 県道相良大須賀線 横小橋歩道橋 道路附属物等 修繕
静岡県 藤枝市 県道島田岡部線 横内横断歩道橋 道路附属物等 修繕
静岡県 藤枝市 県道島田岡部線 郡横断歩道橋 道路附属物等 修繕
静岡県 藤枝市 県道島田岡部線 田中横断歩道橋 道路附属物等 修繕
静岡県 掛川市 県道日坂沢田線 栄川歩道橋 道路附属物等 修繕
静岡県 掛川市 県道日坂沢田線 汐井川原歩道橋 道路附属物等 修繕
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静岡県 掛川市 県道日坂沢田線 城内歩道橋 道路附属物等 修繕
静岡県 掛川市 県道日坂沢田線 仁藤歩道橋 道路附属物等 修繕
静岡県 掛川市 県道日坂沢田線 成滝歩道橋 道路附属物等 修繕
静岡県 掛川市 県道日坂沢田線 本所歩道橋 道路附属物等 修繕
静岡県 小山町 県道沼津小山線 生土歩道橋 道路附属物等 修繕
静岡県 小山町 県道沼津小山線 大脇歩道橋 道路附属物等 修繕
静岡県 御殿場市 県道沼津小山線 中山歩道橋 道路附属物等 修繕
静岡県 藤枝市 県道藤枝大井川線 大東歩道橋 道路附属物等 修繕
静岡県 富士市 県道富士富士宮線 久沢歩道橋 道路附属物等 修繕
静岡県 下田市 県道蓮台寺立野線 立野横断歩道橋 道路附属物等 修繕
静岡県 沼津市 県道東柏原沼津線 東間門歩道橋 道路附属物等 修繕
静岡県 沼津市 県道富士清水線 西条歩道橋 道路附属物等 修繕
静岡県 熱海市 国道135号 ４号片髄道ロックシェッド 道路附属物等 修繕
静岡県 熱海市 国道135号 ５号片髄道ロックシェッド 道路附属物等 修繕
静岡県 熱海市 国道135号 小山第一歩道橋 道路附属物等 修繕
静岡県 熱海市 国道135号 小山第二歩道橋 道路附属物等 修繕
静岡県 伊東市 国道135号 逆川陸橋 道路附属物等 修繕
静岡県 伊東市 国道135号 殿山歩道橋 道路附属物等 修繕
静岡県 伊東市 国道135号 物見塚歩道橋 道路附属物等 修繕
静岡県 南伊豆町 国道136号 日野横断歩道橋 道路附属物等 修繕
静岡県 袋井市 国道150号 西同笠歩道橋 道路附属物等 修繕
静岡県 袋井市 国道150号 道路情報提供装置 道路附属物等 修繕
静岡県 掛川市 国道150号 道路情報提供装置 道路附属物等 修繕
静岡県 御前崎市 国道150号 道路情報提供装置 道路附属物等 修繕
静岡県 御前崎市 国道150号 道路情報提供装置 道路附属物等 修繕

静岡市橋梁長寿命化修繕計画
静岡市 静岡市 県道井川湖御幸線 犬間平橋 橋梁 修繕
静岡市 静岡市 県道井川湖御幸線 堀沢橋 橋梁 修繕
静岡市 静岡市 県道三ツ峰落合線 京塚橋 橋梁 修繕
静岡市 静岡市 県道藤枝黒俣線 黒俣橋 橋梁 修繕
静岡市 静岡市 県道南アルプス公園線 滝見橋 橋梁 修繕
静岡市 静岡市 国道150号 南安倍川橋(下り) 橋梁 修繕
静岡市 静岡市 国道362号 森野橋 橋梁 修繕
静岡市 静岡市 市道岩崎線 井川大橋 橋梁 修繕
静岡市 静岡市 市道興津東町谷津町二丁目線 八幡橋3 橋梁 修繕
静岡市 静岡市 市道国吉田こ線橋線 国吉田跨線橋 橋梁 修繕
静岡市 静岡市 市道黒俣寺ヶ谷戸2号線 無名橋(中村川) 橋梁 修繕
静岡市 静岡市 市道国鉄操車場北側線 栗原橋2 橋梁 修繕
静岡市 静岡市 市道小河内中一色荒田線 無名橋610 橋梁 修繕
静岡市 静岡市 市道小河内中一色荒田線 無名橋(中一色川-1) 橋梁 修繕
静岡市 静岡市 市道小島1号線 小島橋 橋梁 修繕
静岡市 静岡市 市道新間公社団地4号線 新間橋 橋梁 修繕
静岡市 静岡市 市道峰杉尾線 無名橋(杉尾沢川-1) 橋梁 修繕
静岡市 静岡市 市道流通センター中央線 流通大橋 橋梁 修繕
静岡市 静岡市 市道寺尾大和線 川島橋 橋梁 修繕
静岡市 静岡市 県道井川湖御幸線 玉機橋 橋梁 修繕
静岡市 静岡市 県道静岡焼津線 石部海上橋 橋梁 修繕
静岡市 静岡市 県道静岡朝比奈藤枝線 牧ヶ谷橋 橋梁 修繕
静岡市 静岡市 市道万世町二丁目2号線 萬世橋 橋梁 修繕
静岡市 静岡市 県道梅ヶ島温泉昭和線 大河内橋 橋梁 更新
静岡市 静岡市 県道静岡清水自転車道線 久方自転車道橋 橋梁 更新
静岡市 静岡市 県道入江富士見線 桜橋 橋梁 更新
静岡市 静岡市 県道富士由比線 寺尾橋 橋梁 更新
静岡市 静岡市 市道東大曲町江尻台歩行者専用道線 無名橋456 橋梁 撤去
静岡市 点検計画

静岡市トンネル長寿命化修繕計画
静岡市 静岡市 県道藤枝静岡線 宇津ノ谷隧道 トンネル 修繕

静岡市道路附属物等長寿命化修繕計画
静岡市 静岡市 市道袖師村松線 浜田町歩道橋 道路附属物等 修繕
静岡市 静岡市 市道袖師村松線 新緑町歩道橋 道路附属物等 撤去

浜松市橋梁長寿命化修繕計画
浜松市 浜松市 県道浜松雄踏線 九領大橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 津具大嵐停車場線 鷹巣橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 県道掛川天竜線 双竜橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 県道舘山寺弁天島線 村櫛橋 橋梁 修繕
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浜松市 浜松市 県道舘山寺弁天島線 中之島大橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 県道舘山寺弁天島線 天津橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 県道舘山寺弁天島線 明月橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 県道細江舞阪線 宇布見橋1 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 県道細江舞阪線 曳船橋BOX橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 県道細江舞阪線 馬郡跨線橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 県道細江舞阪線 飛石橋BOX橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 県道瀬戸佐久米線 新瀬戸橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 県道瀬戸佐久米線 瀬戸橋1 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 県道瀬戸佐久米線 第2号橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 県道瀬戸佐久米線 第3号橋2 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 県道瀬戸佐久米線 第4号橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 県道瀬戸佐久米線 第5号橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 県道瀬戸佐久米線 第7号橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 県道瀬戸佐久米線 東急橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 県道中部天竜停車場線 中部大橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 県道中野子安線 安間橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 県道天竜東栄線 両島橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 県道天竜浜松線 端国橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 県道磐田細江線 流通センター三号橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 県道浜松環状線 坪井跨線橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 県道浜松環状線 とびうお大橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 県道浜松環状線 於松池橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 県道浜松環状線 仮屋坂橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 県道浜松環状線 三ツ合橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 県道浜松環状線 新安新高架橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 県道浜松環状線 新舟岡橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 県道浜松環状線 中池橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 県道浜松環状線 鳥追橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 県道浜松環状線 南九領橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 県道浜松環状線 柏木橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 県道浜松環状線 百年橋1 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 県道浜松雄踏線 三つ股橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 県道浜北三ヶ日線 四大地跨道橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 県道浜北袋井線 永島橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 県道浜北袋井線 柳河原橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 県道浜北袋井線 柳河原東橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 県道舞阪竜洋線 向橋1 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 県道舞阪竜洋線 向橋2 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 県道両島二俣線 塩見渡橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 国道150号 向宿橋1 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 国道150号 江福大橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 国道150号 新川橋3 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 国道152号 東原橋2 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 国道152号 谷口橋1 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 国道152号 谷口橋2 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 国道152号 横山橋1 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 国道152号 翁川橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 国道152号 下池川橋1 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 国道152号 権現橋1 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 国道152号 鹿島橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 国道152号 上島高架橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 国道152号 新原大橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 国道152号 相津桟道橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 国道152号 大輪橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 国道152号 馬込橋1 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 国道152号 浜北ICランプ橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 国道152号 不動沢橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 国道257号 伊平橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 国道257号 花平橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 国道257号 鎧橋2 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 国道257号 清水橋3 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 国道257号 大内橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 国道257号 谷津橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 国道257号 谷津小橋 橋梁 修繕
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浜松市 浜松市 国道257号 東黒田第一跨道橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 国道257号 百里園橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 国道301号 中浜名橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 国道362号 横川橋1 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 国道362号 高橋1 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 国道362号 山本橋1 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 国道362号 新気田川橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 国道362号 新若身橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 国道362号 清水橋2 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 国道362号 川上橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 国道362号 相生橋1 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 国道362号 藤渕橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 国道362号 平木大橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 国道362号 麓橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 国道362号 葭本橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 国道473号 榎橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 国道473号 狭石橋1 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 国道473号 錦橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 国道473号 山香橋1 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 国道473号 西渡橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 市道横尾川山線 丸山橋1 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 市道掛塚砂山線 大浜橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 市道鴨江倉松線 鴨江倉松跨線橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 市道貴平豊西線 貴平豊西線1号橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 市道元城早馬1号線 常盤橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 市道元浜曳馬1号線 光橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 市道元浜神立1号線 富士見橋1 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 市道呉松57号線 上納橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 市道佐久間鮎釣西渡線 鮎釣橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 市道佐久間小田敷6号線 小田敷橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 市道細江下村5-16号線 二俣線陸橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 市道三ヶ日兎田線 兎田橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 市道寺脇33号線 寺脇33号線1号橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 市道春野ｱﾗﾀ橋線 アラタ橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 市道春野犬居久保田線 犬居高架橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 市道春野寺平花平線 宝珠寺橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 市道春野栃間田河内線 栃間橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 市道城北和地山1号線 城北和地山1号線1号橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 市道新橋48号線 西新橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 市道水窪河内押沢線 押沢橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 市道積志48号線 積志48号線1号橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 市道船越小池線 茄子橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 市道村櫛169号線 保令橋2 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 市道天竜宝寿平線 宝寿平線1号橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 市道伝馬旭1号線 新川橋6 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 市道萩湖東線 湖東橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 市道萩湖東線 萩湖東線1号橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 市道半田17号線 裏谷橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 市道半田山26号線 上瀧橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 市道飯田鴨江線 飯塚橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 市道浜北宮口南35号線 屋敷橋1 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 市道浜北庄園の松前線 寺島5号橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 市道浜北中瀬南104号線 若宮下橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 市道浜北油一色永島2号線 稲荷橋3 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 市道浜北竜池中瀬線 清水橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 市道富塚237号線 小山橋1 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 市道富塚272号線 富塚272号線1号橋2 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 市道舞阪千鳥乙女中央幹線 観月橋 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 市道有玉南初生線 城山橋1 橋梁 修繕
浜松市 浜松市 市道龍禅寺森田線 大勝橋 橋梁 修繕
浜松市 点検計画

浜松市トンネル長寿命化修繕計画
浜松市 浜松市 県道水窪森線 倉柱隧道 トンネル 修繕
浜松市 浜松市 県道水窪森線 布滝隧道 トンネル 修繕
浜松市 浜松市 国道152号 大川トンネル トンネル 修繕
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浜松市 浜松市 国道152号 大瀬隧道 トンネル 修繕
浜松市 浜松市 国道152号 西川隧道 トンネル 修繕
浜松市 豊橋市 国道362号 本坂トンネル トンネル 修繕
浜松市 浜松市 市道水窪灰ノ沢山王線 山王峡トンネル トンネル 修繕

浜松市道路附属物等長寿命化修繕計画
浜松市 浜松市 国道150号 芳川歩道橋 道路附属物等 修繕
浜松市 浜松市 国道152号 下池川歩道橋 道路附属物等 修繕
浜松市 浜松市 国道152号 中沢中央歩道橋 道路附属物等 修繕
浜松市 浜松市 国道257号 増楽歩道橋 道路附属物等 修繕
浜松市 浜松市 市道植松和地線 布橋歩道橋 道路附属物等 修繕
浜松市 浜松市 市道中野町三方原線 萩丘歩道橋 道路附属物等 修繕
浜松市 浜松市 県道村櫛三方原線 花川歩道橋 道路附属物等 修繕
浜松市 浜松市 国道257号 森田歩道橋 道路附属物等 修繕
浜松市 浜松市 国道257号 道路標識 道路附属物等 修繕
浜松市 浜松市 市道早出寺脇線 竜禅寺小前歩道橋 道路附属物等 修繕
浜松市 浜松市 市道中野町三方原線 あいホール北歩道橋 道路附属物等 修繕
浜松市 浜松市 市道中野町三方原線 城北高西歩道橋 道路附属物等 修繕
浜松市 浜松市 市道中野町三方原線 住吉歩道橋 道路附属物等 修繕
浜松市 浜松市 国道152号 龍山中学校歩道橋 道路附属物等 撤去
浜松市 浜松市 市道小池三島線 細島歩道橋 道路附属物等 撤去

沼津市橋梁長寿命化修繕計画
沼津市 沼津市 市道0106-2号線 港大橋 橋梁 修繕
沼津市 沼津市 市道0202号線 井出六橋 橋梁 修繕
沼津市 沼津市 市道0203号線 中村通り橋 橋梁 修繕
沼津市 沼津市 市道0203号線 東浮島BO 橋梁 修繕
沼津市 沼津市 市道0206号線 中沖橋 橋梁 修繕
沼津市 沼津市 市道0222号線 鍛冶屋橋 橋梁 修繕
沼津市 沼津市 市道1004号線 矢川橋 橋梁 修繕
沼津市 沼津市 市道1013号線 小坂上橋 橋梁 修繕
沼津市 沼津市 市道1048号線 中浮島BO 橋梁 修繕
沼津市 沼津市 市道1107号線 井出ｹ丘BO 橋梁 修繕
沼津市 沼津市 市道1179号線 青野BO 橋梁 修繕
沼津市 沼津市 市道1186号線 下岡BO 橋梁 修繕
沼津市 沼津市 市道1238号線 無名橋1 橋梁 修繕
沼津市 沼津市 市道1328号線 宮本東橋 橋梁 修繕
沼津市 沼津市 市道1486号線 山崎BO 橋梁 修繕
沼津市 沼津市 市道1525号線 子の神BO 橋梁 修繕
沼津市 沼津市 市道1584号線 中島BO 橋梁 修繕
沼津市 沼津市 市道1606号線 沢の子橋 橋梁 修繕
沼津市 沼津市 市道1847号線 足高1橋 橋梁 修繕
沼津市 沼津市 市道1856号線 新御長屋橋 橋梁 修繕
沼津市 沼津市 市道1946号線 無名橋13 橋梁 修繕
沼津市 沼津市 市道1947号線 無名橋14 橋梁 修繕
沼津市 沼津市 市道1952号線 妙泉寺BO 橋梁 修繕
沼津市 沼津市 市道1954号線 本浮島BO 橋梁 修繕
沼津市 沼津市 市道2107号線 無名橋6 橋梁 修繕
沼津市 沼津市 市道2108号線 沼川6号橋 橋梁 修繕
沼津市 沼津市 市道2110号線 無名橋4 橋梁 修繕
沼津市 沼津市 市道2306号線 沼川14号橋 橋梁 修繕
沼津市 沼津市 市道2366号線 東今沢橋 橋梁 修繕
沼津市 沼津市 市道3626号線 無名橋11 橋梁 修繕
沼津市 沼津市 市道3833号線 無名橋264 橋梁 修繕
沼津市 沼津市 市道4423号線 無名橋367 橋梁 修繕
沼津市 沼津市 市道5242号線 大橋 橋梁 修繕
沼津市 沼津市 市道5244号線 無名橋12 橋梁 修繕
沼津市 沼津市 市道5296号線 無名橋389 橋梁 修繕
沼津市 沼津市 市道井田・真城線 無名橋戸田67 橋梁 修繕
沼津市 沼津市 市道下條・向山線 無名橋 戸田44 橋梁 修繕
沼津市 沼津市 市道舟山・土肥線 無名橋 戸田42 橋梁 修繕
沼津市 沼津市 市道新田・吉野橋線 無名橋 戸田26 橋梁 修繕
沼津市 沼津市 市道道龍川上流右岸線 無名橋 戸田35 橋梁 修繕
沼津市 沼津市 市道道龍川上流右岸線 無名橋 戸田36 橋梁 修繕
沼津市 沼津市 市道本洞線 無名橋 戸田24 橋梁 修繕
沼津市 沼津市 市道本洞線 無名橋 戸田27 橋梁 修繕
沼津市 沼津市 市道本洞線 無名橋 戸田51 橋梁 修繕
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沼津市 点検計画
沼津市トンネル長寿命化修繕計画

沼津市 沼津市 市道5054号線 重寺 トンネル 撤去
熱海市橋梁長寿命化修繕計画

熱海市 熱海市 市道高木1号線 高木1号橋 橋梁 修繕
熱海市 熱海市 市道新田1号線 無名橋17 橋梁 修繕
熱海市 熱海市 市道泉伊豆山線 無名橋15 橋梁 修繕
熱海市 熱海市 市道中部横断道路線 自然郷2号橋 橋梁 修繕
熱海市 熱海市 市道土沢旧道線 下松田1号橋 橋梁 修繕
熱海市 熱海市 市道楠ヶ洞線 修理屋敷橋 橋梁 修繕
熱海市 熱海市 市道浜町和田浜線 都松橋 橋梁 修繕
熱海市 点検計画

三島市橋梁長寿命化修繕計画
三島市 三島市 市道加屋町1号線 無名橋(0125) 橋梁 修繕
三島市 三島市 市道西本町西若線 無名橋(0124) 橋梁 修繕
三島市 三島市 市道雪沢南本町線 無名橋(0143) 橋梁 修繕
三島市 三島市 市道谷田幸原線 五十路大橋(0354) 橋梁 修繕
三島市 三島市 市道東本町一丁目4号線 無名橋(0135) 橋梁 修繕
三島市 三島市 市道南二日町6号線 無名橋(0170) 橋梁 修繕
三島市 三島市 市道南本町17号線 無名橋(0119) 橋梁 修繕
三島市 三島市 市道加茂川町加茂線 天神原跨線橋 橋梁 更新
三島市 点検計画

三島市道路附属物等長寿命化修繕計画
三島市 三島市 市道谷田幸原線 初音ヶ原歩道橋 道路附属物等 修繕

富士宮市橋梁長寿命化修繕計画
富士宮市 富士宮市 市道羽鮒18号線 9135 橋梁 修繕
富士宮市 富士宮市 市道青木馬見塚線 備前堀1 橋梁 修繕
富士宮市 富士宮市 市道村山5号線 2101 橋梁 修繕
富士宮市 富士宮市 市道大久保16号線 9124 橋梁 修繕
富士宮市 富士宮市 市道大久保下柚野線 9123 橋梁 修繕
富士宮市 富士宮市 市道大石寺下之坊線 大堰１ 橋梁 修繕
富士宮市 富士宮市 市道滝戸野中線 黒田橋 橋梁 修繕
富士宮市 富士宮市 市道内房68号線 稲瀬川橋 橋梁 修繕
富士宮市 富士宮市 市道北山83号線 堀之内橋 橋梁 修繕
富士宮市 富士宮市 市道立石長瀞小坂線 坂の澤橋 橋梁 修繕
富士宮市 点検計画

伊東市橋梁長寿命化修繕計画
伊東市 伊東市 市道・西口・北中線 無名橋8 橋梁 修繕
伊東市 伊東市 市道・三田の山線 無名橋10 橋梁 修繕
伊東市 伊東市 市道旧冷川道線 大平橋 橋梁 修繕
伊東市 伊東市 市道郷戸・芝原線 無名橋2 橋梁 修繕
伊東市 伊東市 市道中背線 無名橋54 橋梁 修繕
伊東市 伊東市 市道松川・末広線 無名橋84 橋梁 修繕
伊東市 伊東市 市道三田の山線 無名橋9 橋梁 修繕
伊東市 伊東市 市道湯川11号線 無名橋101 橋梁 修繕
伊東市 伊東市 市道湯川6号線 無名橋86 橋梁 修繕
伊東市 点検計画

島田市橋梁長寿命化修繕計画
島田市 島田市 市道柿の本線 森岸橋 橋梁 修繕
島田市 島田市 市道柳島7号線 高越橋 橋梁 修繕
島田市 島田市 市道阿知ｹ谷東光寺線 無名橋235 橋梁 修繕
島田市 島田市 市道横井向島町線 駅西陸橋(跨線部) 橋梁 修繕
島田市 島田市 市道横井向島町線 駅西陸橋(高架部) 橋梁 修繕
島田市 島田市 市道下奈ｷﾞ海道線 無名橋615 橋梁 修繕
島田市 島田市 市道国道停車場線 峰村桟道橋 橋梁 修繕
島田市 島田市 市道細島中央道線 無名橋289 橋梁 修繕
島田市 島田市 市道水神社前線 無名橋1 橋梁 修繕
島田市 島田市 市道川口鍋島線 無名橋687 橋梁 修繕
島田市 島田市 市道相賀橋シトハ線 志ト和橋 橋梁 修繕
島田市 島田市 市道中平本線 中平橋 橋梁 修繕
島田市 島田市 市道東光寺中山1号線 中山橋 橋梁 修繕
島田市 島田市 市道鶯橋線 無名橋126 橋梁 修繕
島田市 点検計画

富士市橋梁長寿命化修繕計画
富士市 富士市 市道吉原上中町線 宮川橋 橋梁 修繕
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富士市 富士市 市道境的場1号線 中の段橋 橋梁 修繕
富士市 富士市 市道今泉呼坂1号線 高山橋 橋梁 修繕
富士市 富士市 市道小池下線 小池下橋 橋梁 修繕
富士市 富士市 市道大野新田下ウタリ1号線 柏原南橋 橋梁 修繕
富士市 富士市 市道中里大棚滝線 二ツ目橋 橋梁 更新
富士市 点検計画

富士市道路附属物等長寿命化修繕計画
富士市 富士市 鷹岡柚木線 天間歩道橋 道路附属物等 修繕
富士市 富士市 入山瀬四丁目2号線 浅間跨線人道橋 道路附属物等 修繕

磐田市橋梁長寿命化修繕計画
磐田市 磐田市 市道見付南北1号線 狐塚跨道橋 橋梁 修繕
磐田市 磐田市 市道向笠新屋11号線 新屋橋 橋梁 修繕
磐田市 磐田市 市道篠原7号線 向笠241号線3号橋 橋梁 修繕
磐田市 磐田市 市道西貝塚106号線 次郎太夫橋 橋梁 修繕
磐田市 磐田市 市道大原千手堂幹線 万正寺上橋 橋梁 修繕
磐田市 磐田市 市道大立野10号線 南御厨18号線1号橋 橋梁 修繕
磐田市 磐田市 市道東原17号線 無名橋 4064 橋梁 修繕
磐田市 磐田市 市道蛭池福田中島幹線 西橋 橋梁 修繕
磐田市 磐田市 市道富丘46号線 原新田跨道橋 橋梁 修繕
磐田市 磐田市 市道万正寺23号線 万正寺南橋 橋梁 修繕
磐田市 磐田市 市道新貝三ケ野線 三ケ野新貝跨線橋線1号橋 橋梁 撤去
磐田市 磐田市 市道新貝三ケ野線 三ケ野新貝跨線橋線2号橋 橋梁 撤去
磐田市 点検計画

磐田市道路附属物等長寿命化修繕計画
磐田市 磐田市 市道中平松東平松幹線 中平松歩道橋 道路附属物等 修繕

焼津市橋梁長寿命化修繕計画
焼津市 点検計画

掛川市橋梁長寿命化修繕計画
掛川市 掛川市 市道金城橋通り線 金城橋 橋梁 修繕
掛川市 掛川市 市道富部各和線 富部橋 橋梁 修繕
掛川市 掛川市 市道西大渕119号線 調練橋 橋梁 修繕
掛川市 掛川市 市道西大渕横須賀10号線 仲町橋 橋梁 修繕
掛川市 掛川市 市道仁藤町山口橋線 山口橋 橋梁 修繕
掛川市 掛川市 市道21号線 明僧橋 橋梁 修繕
掛川市 掛川市 市道328号線 中嶋橋 橋梁 修繕
掛川市 掛川市 市道35号線 高橋２ 橋梁 修繕
掛川市 掛川市 市道掛川袋井線 和光橋 橋梁 修繕
掛川市 掛川市 市道沢田橋通り線 沢田橋 橋梁 修繕
掛川市 掛川市 市道羽衣南線 浜野下橋 橋梁 修繕
掛川市 掛川市 市道栄中前線 志茂橋 橋梁 修繕
掛川市 掛川市 市道沖之須3号線 浜砂橋 橋梁 修繕
掛川市 掛川市 市道桶田五百済線 桶田橋 橋梁 修繕
掛川市 掛川市 市道海戸橋通り線 海戸橋 橋梁 修繕
掛川市 掛川市 市道居尻黒俣線 奥之田橋 橋梁 修繕
掛川市 掛川市 市道高御所北本線 梵天橋 橋梁 修繕
掛川市 掛川市 市道鷺田糸繰線 鹿島橋2 橋梁 修繕
掛川市 掛川市 市道山崎2号線 本谷橋 橋梁 修繕
掛川市 掛川市 市道城下・新福寺線 新福寺橋 橋梁 修繕
掛川市 掛川市 市道神田橋通り線 神田橋 橋梁 修繕
掛川市 掛川市 市道大谷線 新開橋 橋梁 修繕
掛川市 掛川市 市道栃沢奥橋線 栃沢奥橋 橋梁 修繕
掛川市 掛川市 市道日坂東山線 大野橋1 橋梁 修繕
掛川市 掛川市 市道領家橋通り線 領家高橋 橋梁 修繕
掛川市 掛川市 市道隣保館南線 浜野東橋 橋梁 修繕
掛川市 点検計画

掛川市トンネル長寿命化修繕計画
掛川市 掛川市 市道桜木中横断線 宇洞トンネル トンネル 修繕
掛川市 掛川市 市道射場線 射場隧道 トンネル 修繕
掛川市 掛川市 市道旦付仁丸線 仁丸隧道 トンネル 修繕

掛川市道路附属物等長寿命化修繕計画
掛川市 掛川市 市道杉谷成滝線 杉谷成滝歩道橋 道路附属物等 修繕

藤枝市橋梁長寿命化修繕計画
藤枝市 藤枝市 市道7地区395号線 矢崎側道橋 橋梁 修繕
藤枝市 藤枝市 市道仮宿高田上薮田線 仮宿橋 橋梁 修繕
藤枝市 藤枝市 市道宮島坂下線 釜蓋橋 橋梁 修繕
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藤枝市 藤枝市 市道藤岡中央線 藤岡橋 橋梁 修繕
藤枝市 藤枝市 市道本町大東町線 鐙橋 橋梁 修繕
藤枝市 藤枝市 市道1地区241号線 観音寺橋 橋梁 撤去
藤枝市 点検計画

御殿場市橋梁長寿命化修繕計画
御殿場市 御殿場市 市道0130号線 糠月橋 橋梁 修繕
御殿場市 御殿場市 市道7045号線 金刀比羅橋 橋梁 修繕
御殿場市 点検計画

袋井市橋梁長寿命化修繕計画
袋井市 袋井市 市道下新池1号線 下新池1号線橋 橋梁 修繕
袋井市 袋井市 市道三沢3号線 三沢3号線橋 橋梁 修繕
袋井市 袋井市 市道下富豊住線 下富豊住線橋 橋梁 修繕
袋井市 袋井市 市道掛之上祢宜弥線 寺前橋 橋梁 修繕
袋井市 袋井市 市道上久能山科上線 出口橋 橋梁 修繕
袋井市 袋井市 市道西区18号線 一ッ入橋 橋梁 修繕
袋井市 袋井市 市道中央1号線 宮ノ越橋 橋梁 修繕
袋井市 袋井市 市道南273号線 大野中橋 橋梁 修繕
袋井市 袋井市 市道北373号線 五貫橋 橋梁 修繕
袋井市 点検計画

下田市橋梁長寿命化修繕計画
下田市 下田市 市道越瀬恵比須山線 恵比須橋 橋梁 修繕
下田市 下田市 市道土浜高馬線 本郷橋 橋梁 修繕
下田市 点検計画

裾野市橋梁長寿命化修繕計画
裾野市 裾野市 市道1713号線 大比羅橋 橋梁 修繕
裾野市 裾野市 市道2127号線 東名平林Ⅱ橋 橋梁 修繕
裾野市 裾野市 市道2-3号線 新愛鷹橋 橋梁 修繕
裾野市 点検計画

湖西市橋梁長寿命化修繕計画
湖西市 点検計画

伊豆市橋梁長寿命化修繕計画
伊豆市 伊豆市 市道小川遠藤橋線 小川橋（上白岩） 橋梁 修繕
伊豆市 伊豆市 市道上和田大野線 上和田橋 橋梁 修繕
伊豆市 伊豆市 市道熊坂大沢線 永代橋 橋梁 修繕
伊豆市 伊豆市 市道小政線 宮田橋 橋梁 修繕
伊豆市 伊豆市 市道天神橋線 天神橋（関野） 橋梁 修繕
伊豆市 伊豆市 市道越路嵐山線 御幸橋 橋梁 修繕
伊豆市 伊豆市 市道温泉場岩ノ坊線 桂橋 橋梁 修繕
伊豆市 伊豆市 市道狩野橋線 狩野橋 橋梁 修繕
伊豆市 伊豆市 市道石部平前横金線 湯端橋 橋梁 修繕
伊豆市 伊豆市 市道石部平道方畑線 丸山橋 橋梁 修繕
伊豆市 伊豆市 市道段野線 段野橋 橋梁 修繕
伊豆市 伊豆市 市道中峯奈目沢山線 岩下橋 橋梁 修繕
伊豆市 伊豆市 市道日向小川山田線 無名橋10 橋梁 修繕
伊豆市 伊豆市 市道米崎名切線 無名橋201 橋梁 修繕
伊豆市 伊豆市 市道冷川持越線 持越橋（冷川） 橋梁 撤去
伊豆市 点検計画

御前崎市橋梁長寿命化修繕計画
御前崎市 御前崎市 市道113号線 無名橋201 橋梁 修繕
御前崎市 御前崎市 市道5418号線 無名橋85 橋梁 更新
御前崎市 御前崎市 市道224号線 畷橋 橋梁 撤去
御前崎市 点検計画

菊川市橋梁長寿命化修繕計画
菊川市 菊川市 市道半済小出線 菊川橋 橋梁 修繕
菊川市 点検計画

菊川市トンネル長寿命化修繕計画
菊川市 菊川市 堀之内今間線 石山隧道 トンネル 修繕

伊豆の国市橋梁長寿命化修繕計画
伊豆の国市 伊豆の国市 市道大2076号線 215号橋 橋梁 修繕
伊豆の国市 伊豆の国市 市道韮1006号線 無名橋1162 橋梁 修繕
伊豆の国市 伊豆の国市 市道韮1115号線 B-1号橋 橋梁 修繕
伊豆の国市 伊豆の国市 市道韮1-1号線 無名橋1001 橋梁 修繕
伊豆の国市 伊豆の国市 市道韮1-4号線 無名橋1002 橋梁 修繕
伊豆の国市 伊豆の国市 市道韮2-9号線 無名橋1017 橋梁 修繕
伊豆の国市 伊豆の国市 市道長1042号線 打塚前橋 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
静岡県

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

伊豆の国市 伊豆の国市 市道大1191号線 119号橋 橋梁 修繕
伊豆の国市 伊豆の国市 市道大3069号線 311号橋 橋梁 修繕
伊豆の国市 伊豆の国市 市道韮263号線 無名橋1067 橋梁 修繕
伊豆の国市 伊豆の国市 市道韮311号線 無名橋1076 橋梁 修繕
伊豆の国市 伊豆の国市 市道大101号線 深沢橋 橋梁 更新
伊豆の国市 点検計画

牧之原市橋梁長寿命化修繕計画
牧之原市 牧之原市 大寄7号線 (準)部ヶ谷川1号橋 橋梁 修繕
牧之原市 牧之原市 坂口本線 牧ヶ谷橋 橋梁 修繕
牧之原市 牧之原市 静谷30号線 源間橋 橋梁 修繕
牧之原市 牧之原市 静波133号線 (普)才加前川1号橋 橋梁 修繕
牧之原市 牧之原市 静波82号線 (準)中条川5号橋 橋梁 修繕
牧之原市 牧之原市 菅ヶ谷38号線 (準)楠見沢川1号橋 橋梁 修繕
牧之原市 牧之原市 菅ヶ谷55号線 菅ヶ谷(準)藤沢川3号橋 橋梁 修繕
牧之原市 牧之原市 菅ヶ谷本線 新大橋 橋梁 修繕
牧之原市 点検計画

東伊豆町橋梁長寿命化修繕計画
東伊豆町 東伊豆町 町道湯ノ沢草崎線 大川桟道橋 橋梁 修繕
東伊豆町 東伊豆町 町道稲取片瀬線 白田川橋 橋梁 更新
東伊豆町 点検計画

河津町橋梁長寿命化修繕計画
河津町 河津町 町道荻ノ入1号線 初景橋 橋梁 修繕
河津町 河津町 町道谷津浜線 館橋 橋梁 修繕
河津町 点検計画

南伊豆町橋梁長寿命化修繕計画
南伊豆町 南伊豆町 町道芦有線 蘆有橋 橋梁 修繕
南伊豆町 南伊豆町 町道一条区内7号線 馬込橋 橋梁 修繕
南伊豆町 南伊豆町 町道吉祥区内12号線 一色橋 橋梁 修繕
南伊豆町 南伊豆町 町道吉祥線 清水橋 橋梁 修繕
南伊豆町 南伊豆町 町道大谷原向山線 大芝原橋 橋梁 修繕
南伊豆町 南伊豆町 町道中ノ硲線 西ケ硲２号橋 橋梁 修繕
南伊豆町 南伊豆町 町道二条区内7号線 牛込橋 橋梁 修繕
南伊豆町 南伊豆町 町道梅ノ木田線 前田橋 橋梁 修繕
南伊豆町 南伊豆町 町道落居線 落居１号橋 橋梁 修繕
南伊豆町 南伊豆町 町道鈴野Ｂ線 上条橋 橋梁 修繕
南伊豆町 点検計画

松崎町橋梁長寿命化修繕計画
松崎町 松崎町 入谷線 入谷橋 橋梁 修繕
松崎町 松崎町 持草線 狼橋 橋梁 修繕
松崎町 松崎町 町道宮内伏倉線 伏倉橋 橋梁 修繕
松崎町 点検計画

西伊豆町橋梁長寿命化修繕計画
西伊豆町 西伊豆町 町道岩谷戸線 岩谷戸橋 橋梁 修繕
西伊豆町 西伊豆町 町道川向海岸道線 港橋 橋梁 修繕
西伊豆町 点検計画

西伊豆町トンネル長寿命化修繕計画
西伊豆町 西伊豆町 町道黄金崎柴線 宇久須隧道 トンネル 修繕
西伊豆町 西伊豆町 町道唐太浜田線 唐太トンネル トンネル 修繕

函南町橋梁長寿命化修繕計画
函南町 函南町 町道桑原田代線 無名橋 橋梁 修繕
函南町 点検計画

清水町橋梁長寿命化修繕計画
清水町 清水町 町道730号線 無名橋60 橋梁 修繕
清水町 清水町 町道22号線 無名橋17 橋梁 修繕
清水町 点検計画

長泉町橋梁長寿命化修繕計画
長泉町 長泉町 町道425号線 元長窪Ⅰ橋 橋梁 修繕
長泉町 長泉町 町道559号線 元長窪Ⅲ橋 橋梁 修繕
長泉町 長泉町 町道833号線 元長窪Ⅱ橋 橋梁 修繕
長泉町 点検計画

小山町橋梁長寿命化修繕計画
小山町 小山町 町道1175号線 無名橋 橋梁 修繕
小山町 小山町 町道1178号線 無名橋 橋梁 修繕
小山町 小山町 町道1256号線 柳橋 橋梁 修繕
小山町 小山町 町道1499号線 無名橋 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
静岡県

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

小山町 小山町 町道1504号線 無名橋 橋梁 修繕
小山町 小山町 町道1527号線 無名橋 橋梁 修繕
小山町 小山町 町道1608号線 上大沢橋 橋梁 修繕
小山町 小山町 町道2114号線 無名橋 橋梁 修繕
小山町 小山町 町道2450号線 無名橋 橋梁 修繕
小山町 小山町 町道ヤツブリ上合1号線 上の山橋 橋梁 修繕
小山町 点検計画

吉田町橋梁長寿命化修繕計画
吉田町 吉田町 町道青柳北原1号線 29号橋 橋梁 修繕
吉田町 吉田町 町道愛宕前線 愛宕歩道橋 橋梁 修繕
吉田町 吉田町 町道高島10号線 134号橋 橋梁 修繕
吉田町 吉田町 町道堤内大幡線 堤内橋 橋梁 修繕
吉田町 吉田町 町道東名側道南3号線 6号橋 橋梁 修繕
吉田町 吉田町 町道中瀬大井川線 129号橋 橋梁 修繕
吉田町 吉田町 町道古川川尻線 大幡川幹線排水路第2号橋梁 橋梁 修繕
吉田町 吉田町 町道塩谷上川原線 念佛橋 橋梁 撤去
吉田町 点検計画

川根本町橋梁長寿命化修繕計画
川根本町 川根本町 町道桑野山細尾線 昇泉橋 橋梁 修繕
川根本町 川根本町 町道梅高高郷線 中津川橋側道橋 橋梁 修繕
川根本町 点検計画

森町橋梁長寿命化修繕計画
森町 森町 町道太田川圃場北２６号線 160橋 橋梁 修繕
森町 森町 町道葛布線 河原橋 橋梁 修繕
森町 点検計画



令和４年度　地方創生道整備推進交付金（市町村道）　箇所表

所　　　管：国土交通省 ※市町村名は令和４年３月１日現在で作成

都道府県名：静岡県 単位：百万円

箱根外輪山魅力発信計画
御殿場市
裾野市

100

「オクシズ」から「しずまえ」をぐるっとつなぐ林業・観光周遊ネットワーク計画 静岡市 383

FSC認証材流通拡大推進計画 浜松市 279

　小　計 762

※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



静 岡 県

水管理・国土保全局



令和４年度当初予算　河川事業（直轄・静岡県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

富士川 富士川 一般河川改修事業 900　
≪山梨県
やまなしけん

≫笛吹市
ふ えふ きし

、韮崎市
に ら さ きし

、身延町
みのぶちょう

≪静岡県
しずおかけん

≫富士市
ふ じ し

狩野川 狩野川 一般河川改修事業 1,129　 清水町
しみずち ょう

、長泉町
ながいずみちょう

安倍川 安倍川 一般河川改修事業 227　 静岡市
しずお かし

大井川 大井川 一般河川改修事業 532　 焼津市
や い づ し

、吉田町
よしだちょう

菊川 菊川 一般河川改修事業 534　 掛川市
か け が わし

、菊川市
き く が わ し

天竜川 天竜川下流 一般河川改修事業 387　 磐田市
い わ た し

、浜松市
は ま ま つ し

狩野川 狩野川 河川工作物関連応急対策事業 180　 伊豆
い ず

の国
く に

市
し

菊川 菊川 河川工作物関連応急対策事業 120　 掛川市
かけがわし

富士川 総合水系環境整備事業 115　
≪山梨県
やまなしけん

≫笛吹市
ふ えふ きし

、山梨市
や まな しし

、市川三郷町
いちかわみさとちょう

≪静岡県
しずおかけん

≫富士市
ふ じ し

狩野川 総合水系環境整備事業 78　 伊豆
い ず

の国市
く に し

、清水町
しみずちょう

大井川 総合水系環境整備事業 97　 島田市
し ま だ 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・静岡県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

富士川 小潤井川 事業間連携河川事業 300　 富士市
ふ じ し

大井川 大井川 事業間連携河川事業 100　 川根
かわね

本町
ほんちょう

天竜川 安間川 事業間連携河川事業 300　 浜松市
はままつし

坂口谷川 坂口谷川 事業間連携河川事業 520　 牧之原市
ま き の は ら し

、吉田町
よしだちょう

富士川 沼川 大規模特定河川事業 2,000　 沼津市
ぬ ま づ し

勝間田川 勝間田川 大規模特定河川事業 100　 牧之原市
ま き の は ら し

馬込川 馬込川 大規模特定河川事業 198　 浜松市
はままつし

八木沢大川　外 八木沢大川　外 河川メンテナンス事業 230　 ※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・静岡県）

※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

伊豆市
い ず し

八木沢大川 八木沢大川 八木沢大川水門

伊豆市
い ず し

松原川 松原川 松原川水門

静岡市
しずおかし

巴川 大谷川放水路 大谷川分流堰

焼津市
や い づ し

瀬戸川 瀬戸川 石脇川新水門

焼津市
や い づ し

栃山川 栃山川 栃山川水門

特定構造物更新事業

静岡県



静岡県

　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

河川総合開発事業 天竜川天竜川ダム再編 793 915



令和４年度当初予算　ダムメンテナンス事業（補助・静岡県）

（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 南伊豆町、森町 43 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・静岡県）

別　　　紙

実施主体 市町村名 水系名 河川名 ダム名

南伊豆町 青野川 鈴野川 青野大師ダム

森町 太田川 太田川 太田川ダム
静岡県



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

あべかわ おおやがわ おおやがわ おおやさんぷくこう しずおかし あおいく うめがしま

静岡河川 砂防 安倍川 大谷川 大谷川 大谷山腹工 静岡市 葵区 梅ヶ島 山腹工 167
あべかわ あべかわ うとうぎにしさわ、かみうとうぎさわ うとうぎちくさぼうえんていこうぐん しずおかし あおいく うとうぎ

安倍川 安倍川 有東木西沢、上有東木沢 有東木地区砂防堰堤工群 静岡市 葵区 有東木 砂防堰堤工 177
あべかわ あべかわ あべかわかんないさぼうしせつかいちく しずおかし あおいく

安倍川 安倍川 安倍川管内砂防施設改築 静岡市 葵区 流木対策工 337

合計 3 箇所 681

令和４年度　直轄砂防事業箇所別調書（静岡県　１／３）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種
事業費

（百万円）
備　考



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

かのがわ かのがわりゅうぼくたいさくしせつかいちく いずし

沼津河川国道 火山砂防 狩野川 狩野川流木対策施設改築 伊豆市 流木対策工 369
かのがわ かのがわ まちざわがわ まちざわがわさぼうえんていぐん いずし かじやま

狩野川 狩野川 松沢川 松沢川砂防堰堤群 伊豆市 梶山 砂防堰堤工 297
かのがわ かきぎがわ かきぎがわ かきぎだいいちさぼうえんていかいちく いずし おおだいらかきぎ

狩野川 柿木川 柿木川 柿木第１砂防堰堤改築 伊豆市 大平柿木 砂防堰堤工 10
かのがわ かどのちくさぼうえんていぐん いずし かどの

狩野川 加殿地区砂防堰堤群 伊豆市 加殿 砂防堰堤工 68

合計 4 箇所 744

令和４年度　直轄砂防事業箇所別調書（静岡県　２／３）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種
事業費

（百万円）
備　考



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

ふじさん うるいがわ おおさわがわ おおさわがわげんとうぶ ふじのみやし きたやま

富士砂防 火山砂防 富士山 潤井川 大沢川 大沢川源頭部 富士宮市 北山 斜面対策工 432
ふじさん かざまつりがわ ためのさわ かざまつりじょうりゅうえんていこうぐん ふじのみやし やまみや

富士山 風祭川 溜野沢 風祭上流堰堤工群 富士宮市 山宮 遊砂地工 288
ふじさん かざまつりがわ ためのさわ かざまつりじょうりゅうだいにえんていこうぐん ふじのみやし やまみや

富士山 風祭川 溜野沢 風祭上流第２堰堤工群 富士宮市 山宮 砂防堰堤工 11
ふじさん かざまつりがわ はるさわ はるさわえんていこうぐん ふじのみやし やまみや

富士山 風祭川 春沢 春沢堰堤工群 富士宮市 山宮 遊砂地工 288
ふじさん かざまつりがわ くらほねさわだいいちしけい くらほねさわだいいちしけいゆうさちこう ふじのみやし きたやま

富士山 風祭川 鞍骨沢第１支渓 鞍骨沢第１支渓遊砂地工 富士宮市 北山 遊砂地工 432
ふじさん ゆみざわがわ いちべえさわだいいちしけい いちべえさわだいいちしけいゆうさちこう ふじのみやし あわくら

富士山 弓沢川 市兵衛沢第１支渓 市兵衛沢第１支渓遊砂地工 富士宮市 粟倉 遊砂地工 288
ふじさん ぼんぷがわ ふどうさわ ぼんぷがわえんていこうぐん ふじし おおぶち

富士山 凡夫川 不動沢 凡夫川堰堤工群 富士市 大淵 遊砂地工 289
ふじさん あしどりがわ おおくぼさわ おおくぼさわえんていこうぐん ふじのみやし きたやま

富士山 足取川 大久保沢 大久保沢堰堤工群 富士宮市 北山 砂防堰堤工 288
ふじさん あかぶちかわ せんぞくかわ せんぞくだいさんえんていこうぐん ふじし かざき

富士山 赤渕川 千束川 千束第３堰堤工群 富士市 桑崎 砂防堰堤工 1
ふじさん うるいがわ あしどりがわ あげくぼさわえんてい ふじのみやし きたやま

富士山 潤井川 足取川 揚久保沢堰堤 富士宮市 北山 砂防堰堤工 11
ふじさん ゆみざわがわ いちべえさわ ゆみさわえんていこうぐん ふじのみやし あわくら

富士山 弓沢川 市兵衛沢 弓沢堰堤工群 富士宮市 粟倉 砂防堰堤工 3
ふじさん ゆみざわがわ くおんじ くおんじえんていこうぐん ふじのみやし あわくら

富士山 弓沢川 久遠寺 久遠寺堰堤工群 富士宮市 粟倉 砂防堰堤工 14
ふじさん ふじさんなんろくきんきゅうげんさいたいさくこう ふじのみやし かみいで

富士山 富士山南麓緊急減災対策工 富士宮市 上井出 減災対策工 29
ふじさん うるいがわ おおさわがわ ふじさぼうかんないさぼうしせつかいちく ふじのみやし かみいで

富士山 潤井川 大沢川 富士砂防管内砂防施設改築 富士宮市 上井出 遊砂地工 383
ふじさん あしどりがわ つのきさわ つのきさわえんてい ふじのみやし きたやま

富士山 足取川 角木沢 角木沢堰堤 富士宮市 北山 砂防堰堤工 12

合計 15 箇所 2,769

令和４年度　直轄砂防事業箇所別調書（静岡県　３／３）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種
事業費

（百万円）
備　考



令和４年度　　直轄地すべり対策事業箇所別調書（静岡県 １/１）
事務所名 事業区分 地区名 工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

ゆい しずおかし しみずく ゆいにしくらさわ

富士砂防 地すべり対策 由比 静岡市 清水区 由比西倉沢 深礎工 1,966

１箇所 1,966合計

所在地



砂防
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

事業間連携 あべかわ ごうじまさわ しずおかし あおいく ごうじま さぼうえんていこう

砂防等事業 安倍川 郷島沢 静岡市 葵区 郷島 砂防堰堤工 10
せとがわ とがみさわ ふじえだし おかべちょうみわ さぼうえんていこう

瀬戸川 外神沢 藤枝市 岡部町三輪 砂防堰堤工 5
せとがわ ゆやきたさわ ふじえだし おかべちょうおかべ さぼうえんていこう

瀬戸川 湯谷北沢 藤枝市 岡部町岡部 砂防堰堤工 40
てんりゅうがわ かみかんぞさわ いわたし かみかんぞ さぼうえんていこう

天竜川 上神増沢 磐田市 上神増 砂防堰堤工 50
てんりゅうがわ にしのひらさわ はままつし てんりゅうく にしふじだいら さぼうえんていこう

天竜川 西の平沢 浜松市 天竜区 西藤平 砂防堰堤工 30
てんりゅうがわ いもほりてらさわ はままつし てんりゅうく さくまちょうあいづき さぼうえんていこう

天竜川 芋堀寺沢 浜松市 天竜区 佐久間町相月 砂防堰堤工 10
てんりゅうがわ うなぎさわ はままつし てんりゅうく みさくぼちょうおくりょうけ さぼうえんていこう

天竜川 うなぎ沢 浜松市 天竜区 水窪町奥領家 砂防堰堤工 40
みやこだがわ きがてんじんやまさわ はままつし きたく ほそえちょうきが さぼうえんていこう

都田川 気賀天神山沢 浜松市 北区 細江町気賀 砂防堰堤工 3
かのがわ やとさわみぎしせん いずし しゅぜんじ さぼうえんていこう

狩野川 谷戸沢右支川 伊豆市 修善寺 砂防堰堤工 15
かのがわ はんぎょうじさわ いずし しゅぜんじ さぼうえんていこう

狩野川 半経寺沢 伊豆市 修善寺 砂防堰堤工 30
しなはちがわ しなはちがわ いずし とい さぼうえんていこう

品鉢川 品鉢川 伊豆市 土肥 砂防堰堤工 10

11箇所 243

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（静岡県　1/6）

所在地
事業区分 水系名 渓流名

合計



地すべり
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

事業間連携 くちさかもと しずおかし あおいく くちさかもと しゅうすいせいこう

砂防等事業 口坂本 静岡市 葵区 口坂本 集水井工 9

くちさかもとNo.2 しずおかし あおいく くちさかもと よこぼーりんぐこう

口坂本No.2 静岡市 葵区 口坂本 横ボーリング工 119

かみにしのや かけがわし かみにしのや よこぼーりんぐこう

上西之谷 掛川市 上西之谷 横ボーリング工 20

3箇所 148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（静岡県　2/6）

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 しもよりかわやま しもだし こうち ようへきこう

砂防等事業 下寄川山 下田市 河内 擁壁工 19

たけはらB いずし しゅぜんじ ようへきこう

竹原B 伊豆市 修善寺 擁壁工 38

はら いずし しゅぜんじ ようへきこう

原 伊豆市 修善寺 擁壁工 18
ししはまみなみぼら ぬまづし ししはま ようへきこう

獅子浜南洞 沼津市 獅子浜 擁壁工 38

みずかわはしむかい はいばらぐん かわねほんちょう みずかわ ようへきこう

水川橋向 榛原郡 川根本町 水川 擁壁工 1
みずかわにし はいばらぐん かわねほんちょう みずかわ ようへきこう

水川西 榛原郡 川根本町 水川 擁壁工 11
しもひらた はままつし てんりゅうく わたがしま ようへきこう

下平田 浜松市 天竜区 渡ヶ島 擁壁工 1

りょうしまやまもとA はままつし てんりゅうく りょうしま ようへきこう

両島山本A 浜松市 天竜区 両島 擁壁工 1

8箇所 127
※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（静岡県　3/6）

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 せきぐちがわ　ほか かもぐん　ほか ひがしいずちょう しらた　ほか ろうきゅうかたいさく

事業 堰口川　外 賀茂郡　外 東伊豆町 白田　外 老朽化対策 423

１箇所 423
※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（静岡県　4/6）

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

ひがしいずちょう せきぐちがわ　ほか せきぐちがわさぼうえんてい　とう

静岡県 東伊豆町 堰口川　外 堰口川砂防堰堤　等 砂防堰堤工 改築
いとうし きたかわ きたかわさぼうえんてい

伊東市 北川 北川砂防堰堤 砂防堰堤工 改築
ぬまづし こうがわ こうがわさぼうえんてい

沼津市 古宇川 古宇川砂防堰堤 砂防堰堤工 改築
しずおかし たきがはらかわひだりしせん　ほか たきがはらかわひだりしせんさぼうえんてい　とう

静岡市 滝ヶ原川左支川　外 滝ヶ原川左支川砂防堰堤　等 砂防堰堤工 改築
しまだし きりやまがわ きりやまがわさぼうえんてい

島田市 切山川 切山川砂防堰堤 砂防堰堤工 改築
ふじえだし うとうげさわ うとうげさわさぼうえんてい

藤枝市 宇峠沢 宇峠沢砂防堰堤 砂防堰堤工 改築
かけがわし さかがわ さかがわじすべりぼうししせつ

掛川市 逆川 逆川地すべり防止施設 水路工 改築
はままつし こしょのうさわ　ほか こしょのうさわさぼうえんてい　とう

浜松市 小所能沢　外 小所能沢砂防堰堤　等 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（静岡県　5/6）

事業主体名 市町村名
渓流名
箇所名



工種 事業費 備考
市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

特定緊急 おおたき はままつし てんりゅうく さくまちょうおおい くいこう

地すべり事業 大滝 浜松市 天竜区 佐久間町大井 杭工 190

1箇所 190合計

令和４年度　当初予算　特定緊急地すべり対策事業費補助箇所別調書（静岡県　6/6）

事業区分 水系名 渓流名 所在地



中部地方整備局（静岡県） （単位：百万円）

海岸保全施設整備事業 富士海岸 静岡市
し ず お か し

、富士市
ふ じ し

1,335

海岸保全施設整備事業 駿河海岸 焼津市
や い づ し

、吉田町
よしだちょう

1,094

静岡県　計 2,429

事　業　名 海岸名 市町村名 事業費 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）



静岡県 （単位：百万円）

津波対策緊急事業 相良須々木海岸 牧之原市
ま き の は ら し

150

海岸メンテナンス事業 浜松・竜洋海岸 磐田市
い わ た し

、浜松市
はままつし

20 ※個別内容については、別紙参照

静岡県　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・静岡県）

※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

静岡県 磐田市、浜松市 浜松・竜洋海岸　メンテナンス事業 長寿命化計画



令和４年度当初予算　下水道事業

都道府県名：静岡県 （単位：千円）

追分二丁目地区大規模雨水処理施設
整備事業

静岡市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

800,000 400,000

川岸町・渋川地区大規模雨水処理施
設整備事業

静岡市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

160,000 80,000

大島地区大規模雨水処理施設整備事
業

磐田市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

706,808 353,404

事業名 事業主体 事業種別 事業費 国費

計 1,666,808 833,404



静　岡　県

都市局



静岡県

（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

0 261,000 261,000

0 130,500 130,500

0 30,000 30,000

0 15,000 15,000

0 291,000 291,000

0 145,500 145,500

（注）「内示額」欄の上段は事業費、下段は国費を記載している。

合　　計

浜松市 1/2浜松市 新規
浜松市社会課題対応型都市
公園機能向上促進事業

富士市

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

富士市 新規
富士市社会課題対応型都市
公園機能向上促進事業

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　 静岡県

（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

1/2, 173,053

沼津市 沼津市 継続 沼津駅周辺地区 4.5/10 82,200

178,889

沼津市 沼津市 継続 北部地区 4.5/10 80,500

30,200

三島市 三島市 継続 みしままちなか賑わい再生地区 1/2 15,100

57,600

掛川市 掛川市 継続 掛川駅周辺地区 1/2 28,800

160,000

掛川市 掛川市 継続 下垂木地区第２期 4.5/10 72,000

122,800

藤枝市 藤枝市 継続 藤枝市中心市街地地区 1/2 61,400

4,000

袋井市 袋井市 新規 袋井駅周辺地区 1/2 2,000

93,600

裾野市 裾野市 新規 岩波駅周辺地区 1/2 46,800

50,600

菊川市 菊川市 新規 菊川駅周辺地区 1/2 25,300

1/2, 246,526

長泉町 長泉町 継続 鮎壺公園・下土狩駅周辺にぎわい交流地区 4.5/10 117,100

1,117,268

合計 531,200

内示額について、下段を国費とする。



令和４年度　当初予算配分

一般会計　（組織）国土交通本省　 静岡市

（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

465,200

静岡市 静岡市 新規 駿府ふれあい地区（第４期） 1/2 232,600

1/2, 44,842

静岡市 静岡市 継続 草薙駅周辺地区（第３期） 4.5/10 21,300

510,042

合計 253,900

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　 浜松市

（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

183,000

浜松市 浜松市 継続 天竜川駅周辺地区 1/2 91,500

1/2, 105,895

浜松市 浜松市 新規 小林駅周辺地区 4.5/10 50,300

288,895

合計 141,800

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　 静岡県

（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

220,000

静岡県 静岡県 新規 静岡県全域（山間地を除く） 1/2 110,000 都市空間情報デジタル基盤構築支援事業

220,000

合計 110,000

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　 静岡市

（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

12,000

静岡市 静岡市 新規 静岡都市計画区域 1/2 6,000 都市空間情報デジタル基盤構築支援事業

12,000

合計 6,000

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 静岡県
（単位：千円）

（ 24,000 ）
8,000

計 （ 24,000 ）
8,000

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)

西遠都市圏 県 新 1/3
西遠都市圏総合都市
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 浜松市
（単位：千円）

（ 48,900 ）
16,300

計 （ 48,900 ）
16,300

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

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

街路交通調査費補助(総
合都市交通体系調査)

西遠都市圏 市 新 1/3
西遠都市圏総合都市
交通体系調査



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:静岡県 (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） 焼津広幡線 焼津市 越後島工区 900

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:静岡県 (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 ＪＲ東海道本線・御殿場線 沼津市 沼津駅付近（静岡県） 900

連続立体交差 ＪＲ東海道本線・御殿場線 沼津市 沼津駅付近（沼津市） 100

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:静岡県 (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 静岡市 長崎道踏切道 静岡市 81

踏切道改良計画事業 沼津市 第二小諏訪踏切道 沼津市 230

踏切道改良計画事業 湖西市 鷲津踏切道 湖西市 78



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:静岡県 (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 静岡県 静岡県無電柱化推進計画事業 654

(国)301号(新居)〔湖西市〕、(国)301号(新居Ⅱ)〔湖西
市〕、(国)414号(杉崎町)〔沼津市〕、(国)414号(日の出
町)〔沼津市〕、(主)三島裾野線(中央町)〔三島市〕、(主)
三島停車場線(一番町)〔三島市〕、(一)富士富士宮線
(宮町)〔富士宮市〕、(一)静岡空港線(坂口～湯日)〔牧
之原市～島田市〕、(都)沼津南一色線(沼津市江原町)
〔沼津市〕、(都)新橋茱萸沢線(御殿場市新橋)〔御殿場
市〕、(都)西間門新谷線(4工区)〔清水町〕、(都)静波1
号幹線(牧之原市静波)〔牧之原市〕

無電柱化推進計画事業 沼津市 静岡県無電柱化推進計画事業 32
(都)沼津南一色線(沼津市東熊堂)ほか1路線、(都)千
本香貫山線(沼津市本)

無電柱化推進計画事業 長泉町 静岡県無電柱化推進計画事業 24 (町)732号線(下土狩)

無電柱化推進計画事業 静岡市 静岡市無電柱化推進計画事業 303

(国)149号(港町2丁目～富士見町)、(主)山脇大谷線
(大谷工区)、(主)山脇大谷線(池田･小鹿工区)、(市)丸
子池田線(小黒工区)、(市)御幸町鷹匠町2号線(御幸
町～鷹匠1丁目)、(市)本通一丁目紺屋町線(七間町～
呉服町2丁目)、(都)日出町高松線(八幡工区)

無電柱化推進計画事業 浜松市 浜松市無電柱化推進計画事業 194
(都)旭町鴨江線(鴨江工区)、(都)植松伊左地線(野口
～山下工区)



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:静岡県 (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） 静岡県 静岡県通学路緊急対策推進計画 88 東小学校、葉梨小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 静岡市 静岡市通学路緊急対策推進計画 244
井宮北小学校、番町小学校、竜南小学校、賤機南小
学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 浜松市 浜松市通学路緊急対策推進計画 140
井伊谷小学校、笠井小学校、金指小学校、光明小学
校

交通安全対策（通学路緊急対策） 富士市 静岡県富士市通学路緊急対策推進計画 4 須津小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 磐田市 静岡県磐田市通学路緊急対策推進計画 5 向笠小学校



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:静岡県

整備計画名 要素事業名 市町村名 事業主体

一般国道135号 伊東市 静岡県

（一）伊久美藤枝線　上薮田工区 藤枝市 静岡県

（都）水道町伊呂波町線　伊呂波町工区 静岡市 静岡市

（都）静岡駅賤機線　松富２工区 静岡市 静岡市

（都）宮前岳美線　3工区 静岡市 静岡市

（都）駒形井宮線　安西工区 静岡市 静岡市

一般国道257号　井伊谷工区 浜松市 浜松市

一般国道257号　花平工区 浜松市 浜松市

（一）小松笠井線 浜松市 浜松市

（市）引佐井伊谷金指線 浜松市 浜松市

（市）天竜中村７号線、（市）天竜中村曲り線 浜松市 浜松市

静岡県富士市通学路緊急対策推進計画 （市）神谷下村3号線 富士市 富士市

静岡県磐田市通学路緊急対策推進計画 （市）向笠竹之内南北幹線 磐田市 磐田市

静岡県通学路緊急対策推進計画

静岡市通学路緊急対策推進計画

浜松市通学路緊急対策推進計画



静 岡 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 静岡県
地区名 事業名 事業費 備考

安倍口住宅地区 地域居住機能再生推進事業 443,214
443,214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 静岡県
地区名 事業名 事業費 備考

浜松市 空き家対策総合支援事業 1,198
富士宮市 空き家対策総合支援事業 1,000
富士市 空き家対策総合支援事業 2,900
袋井市 空き家対策総合支援事業 1,950
御前崎市 空き家対策総合支援事業 1,200
牧之原市 空き家対策総合支援事業 900

9,148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 静岡県
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 315,918
315,918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 静岡県
地区名 事業名 事業費 備考

御幸町9番・伝馬町4番地区 防災・省エネまちづくり緊急促進事業 1,798,571
1,798,571合計



港 湾 局

(単位：百万円)

事業区分 区分別事業費

静岡県
静岡県
静岡県国 際 拠 点 港 湾 清 水 静 岡 県 小 計 3,108
静岡県 直 轄 2,020
静岡県 補 助 1,088
静岡県
静岡県重 要 港 湾 田 子 の 浦 静 岡 県 小 計 270
静岡県 直 轄 220
静岡県 補 助 50
静岡県
静岡県 御 前 崎 静 岡 県 小 計 660
静岡県 直 轄 600
静岡県 補 助 60
静岡県
静岡県地 方 港 湾 下 田 静 岡 県 小 計 354 避難港
静岡県 直 轄 354 避難港
静岡県
静岡県統 合 補 助 統 合 補 助 静 岡 県 小 計 135
静岡県 補 助 135
静岡県
静岡県

統合補助(焼
津 市 )

焼 津 市 小 計 24
静岡県 補 助 24
静岡県

4,551

静 岡 県

令 和 ４ 年 度　 港 湾 整 備 事 業 予 算 

港　　格　　等 港　　名 港湾管理者

令和4年度事業費

摘　　要

合　　　　計



港 湾 局

(単位：百万円)

津 波 対 策 清 水 静 岡 県 小 計 320

補 助 320

御 前 崎 静 岡 県 小 計 80

補 助 80

長寿命化計画 静 岡 県 小 計 20

補 助 20

420

静 岡 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

3 / 4 



［直轄＋補助］ （単位：百万円)

事 業 費 主　　　要　　　内　　　容

令和４年度　予算配分箇所表（空港整備）

区　　　　分

沖 永 良 部 124 気象施設整備

与 論 50 場周柵改良

（沖縄）

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

粟 国 109 照明施設整備等

慶 良 間 112 照明施設整備等

久 米 島 178 無線施設整備、照明施設整備、気象施設整備

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

北 大 東 519 滑走路改良等

伊 江 島 13 滑走路端安全区域整備

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

下 地 島 666 無線施設整備、照明施設整備

多 良 間 69 滑走路端安全区域整備、無線施設整備

新 石 垣 65 浸水対策、無線施設整備等

波 照 間 2 無線施設整備

与 那 国 95 無線施設整備

名 古 屋 78 無線施設整備、照明施設整備

八 尾 378 誘導路改良、エプロン改良、無線施設整備、照明施設整備等

但 馬 12 無線施設整備

天 草 107 滑走路端安全区域整備

（注）各空港の計数は、それぞれ単位未満を四捨五入している。

国 管 理 空 港

地 方 管 理 空 港

その他の空港等

4 / 4 
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令和４年度鉄道局関係予算配分概要 

 

区    分 

 

 

 

線   名   等 

 

 

 

事業費 

（百万円） 

 

【整備新幹線】 

 

 

整備新幹線整備事

業 

 

 

 

合計 

 

 

北海道新幹線（新函館北斗～札幌） 

北陸新幹線（金沢～敦賀） 

九州新幹線（武雄温泉～長崎） 

 

計 

240,000 

 

 

135,000 

93,000 

12,000 

 

240,000 

   

【都市・ 

幹線鉄道】 

 

合計 

 

 

 69,336 

都市鉄道利便増進

事業 

神奈川東部方面線 

 

計 

29,958 

 

29,958 

都市鉄道整備事業 

        

        

     

     

     

     

 

 

東京都（大規模改良） 

横浜市（大規模改良、耐震補強） 

名古屋市（大規模改良、耐震補強） 

京都市（大規模改良、浸水対策） 

神戸市（大規模改良） 

福岡市（新線建設（七隈線延伸）） 

東京地下鉄㈱（新線建設（有楽町線、南北線延伸）、大規模改良） 

大阪市高速電気軌道㈱（大規模改良） 

関西高速鉄道㈱（新線建設（なにわ筋線）） 

 

計 

2,948 

203 

711 

262 

1,722 

4,469 

4,171 

1,282 

1,984 

 

17,752 

幹線鉄道等活性化

事業 

 

 

 

 

地域公共交通活性化・再生法法定協議会 

（西日本旅客鉄道㈱） 

高松琴平電気鉄道㈱ 

南阿蘇鉄道㈱ 

 

計 

120 

 

30 

360 

 

510 

鉄道駅総合改善事

業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域公共交通活性化・再生法法定協議会 

 (相模鉄道㈱(海老名駅)) 

東日本旅客鉄道㈱(紫波中央駅、大館駅、取手駅、我孫子駅、巌根 

駅、村井駅) 

東海旅客鉄道㈱(刈谷駅) 

西日本旅客鉄道㈱(香芝駅、東貝塚駅、安芸矢口駅、下祗園駅、厚狭駅)

小田急電鉄㈱(中央林間駅) 

京浜急行電鉄㈱(品川駅) 

名古屋鉄道㈱(印場駅) 

山陽電気鉄道㈱(夢前川駅) 

三陸鉄道㈱(宮古駅) 

あいの風とやま鉄道㈱(呉羽駅) 

 

計 

 

591 

 

1,343 

 

806 

2,086 

50 

246 

31 

12 

504 

379 

 

6,048 
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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

静岡県 （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 沼津地方合同庁舎 沼津市 240 耐震改修

静岡地方合同庁舎・静岡法務総合庁舎 静岡市　葵区 212 耐震改修

合　　計 452



静 岡 県

不動産・建設経済局



静岡県

事業費

8.876

12.600

静岡県 21.476計

社会資本整備円滑化地籍整備事業費補助 沼津市

社会資本整備円滑化地籍整備事業費補助 富士宮市

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

（静岡県）
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

袋井駅南地区における機能性の
高いまちづくり

静岡県,袋井市 144,873 

東静岡駅周辺地区における賑わ
い創出及び新たな文化の創造

静岡県 15,000 

榛原北部地域の一体的な生活圏
を構築するための道路ネット
ワーク整備

静岡県,川根本町 423,506 

東海道本線御厨駅を核としたま
ちづくり

静岡県,磐田市 232,195 

静岡県における流域下水道によ
る汚水処理の推進　第３期

静岡県 38,920 

工業団地アクセス道路整備によ
る産業の多様な価値と地域の雇
用を創造するまちづくり

静岡県 20,900 

ふじのくに静岡県の競争力強化
のための成長基盤となる工業団
地アクセス道路整備計画

静岡県,湖西市,小山町,藤枝市 876,622 

快適にヒト・モノが行き交う
“ふじのくに”のみちづくり
（第２期）

静岡県,東伊豆町,南伊豆町,松崎町,熱海市,
伊豆市,清水町,焼津市,牧之原市,袋井市,菊
川市

1,352,043 

静岡県における安全・安心な住
まいづくりの推進（静岡県地域
住宅計画）

静岡県 1,787,731 

富士山周辺の豊富な観光資源を
活かした山梨静岡交流圏域活性
化計画（重点）

静岡県 490,050 

富士山周辺の豊富な観光資源を
活用した山梨静岡交流圏域活性
化計画（重点③）

静岡県 729,450 

市街地における安全で円滑な交
通の確保

静岡県 301,902 

駅・工業団地へのアクセス向上
による都市機能の強化

静岡県,三島市,富士市 341,650 

静岡県の陸・海・空のネット
ワークの形成、美しい港湾景観
の保全と創造

静岡県 220,800 



（静岡県）
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

静岡県の陸・海・空のネット
ワークの形成、美しい港湾景観
の保全と創造（重点計画）

静岡県 263,000 

昇龍道Ukiyoe-Routeで国際大交
流時代を拓く愛知静岡広域観光
活性化計画（重点③）

静岡県 468,000 

市街地住環境の再生 静岡市 170,892 

大浜公園のリニューアルによる
賑わい創出と地域活性化の拠点
づくり

静岡市 139,000 

静岡市緑の基本計画推進のため
の公園整備計画（第２期）

静岡市 2,400 

日本平における観光レクリエー
ション機能強化による地域活性
化（第３期）

静岡市 122,500 

静岡市の地域活性化に貢献する
みちづくり（第２期）

静岡市 286,387 

豊かさを創り合う住生活の実現
（地域住宅計画）

静岡市 99,821 

ストック効果を高めるアクセス
道路（一次）の整備【企業集積
地区】（２期）

静岡市 263,217 

清水南部・静清浄化センター汚
泥処理共同化事業（重点計画）

静岡市 40,106 

浜名湖観光圏の快適で魅力ある
観光地づくり

浜松市 60,000 

浜松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
（地域住宅計画）

浜松市 282,079 

浜松市における循環のみちの実
現

浜松市 480,241 

浜松市における総合的な汚水処
理の推進 （重点計画）

浜松市 249,118 



（静岡県）
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

拠点間を移動しやすいみちづく
り

浜松市 208,873 

都市交通の安全・安心・快適を
支えるみちづくり

浜松市 39,500 

浜松市都市公園等整備の推進 浜松市 48,832 

利便性の高い都市的居住圏の形
成

沼津市 282,045 

沼津市公共下水道整備事業重点
計画

沼津市 606,800 

沼津市における安全・安心で快
適な住環境の確保（地域住宅計
画）

沼津市 127,244 

広域拠点都市として活発な交流
を促す魅力あふれるまちづくり

沼津市 235,369 

熱海市における安心で快適な住
まいと住環境の向上（地域住宅
計画）

熱海市 1,134 

三島駅周辺におけるウエルネス
フロントとしての広域健康医療
拠点整備

三島市 155,000 

三島市における安全・安心で快
適な住環境の確保（地域住宅計
画）

三島市 7,948 

三島市の安全で円滑な道路網の
整備

三島市 53,466 

せせらぎと緑と元気あふれる協
働のまち・三島　重点計画

三島市 80,000 

三島市における歴史的まち並み
の形成の推進

三島市 2,751 

公共下水道の普及重点計画 富士宮市 137,500 



（静岡県）
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

富士宮市における安全・安心な
住まいづくりの推進（地域住宅
計画）

富士宮市 348,945 

富士山の魅力を発揮した快適な
まちづくり

富士宮市 100,941 

伊東市における住宅の安心・安
全で快適な住環境の確保（地域
住宅計画）

伊東市 9,756 

快適な水環境実現のための重点
計画

伊東市 59,240 

島田市における安全・安心で快
適な住環境の創出（地域住宅計
画）

島田市 10,258 

島田市公共下水道整備事業重点
計画

島田市 90,000 

島田市の幹線道路整備 島田市 294,199 

良好な水循環をめざすまち重点
計画

富士市 403,700 

賑わいと地域活性化の場となる
都市公園づくり

富士市 8,700 

快適で安全な魅力ある住環境の
創出

富士市 276,420 

富士駅周辺地区における機能的
で賑わいと憩いのある街の再構
築

富士市 97,400 

富士市における誰もが住みやす
い住宅・住環境の実現（地域住
宅計画）

富士市 21,383 

都市活力の向上を支援する“富
士”のみちづくり

富士市 28,308 

環境にやさしいまちづくりのた
めの下水道重点計画

磐田市 221,700 



（静岡県）
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

磐田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
（地域住宅計画）

磐田市 12,017 

安全で快適な暮らしを支えるま
ちづくり

磐田市 114,863 

焼津市における良好な住環境の
実現（地域住宅計画）

焼津市 10,568 

掛川市における市営住宅等の安
全・安心で快適な住環境の確保
（地域住宅計画）

掛川市 2,878 

掛川城周辺地区街なみ環境整備
計画

掛川市 166,244 

活発な交流を支える安全・快適
なみちづくり

掛川市 96,037 

美しい水環境を取り戻す水質浄
化の推進　重点計画

掛川市 197,975 

藤枝市における安全・安心・快
適な住環境の創出（地域住宅計
画）

藤枝市 80,808 

快適な生活環境と安全・安心な
水環境を守る公共下水道の整備

藤枝市 54,849 

～静岡中部地域北部の観光エリ
アの入口～道の駅「（仮称）せ
とや」整備計画

藤枝市 4,128 

賑わいを創出するスポーツ交流
拠点の整備

藤枝市 330,000 

藤枝市中心市街地における快適
な居住環境整備計画

藤枝市 96,800 

快適な住環境と広域交流基盤整
備計画

藤枝市 42,583 

御殿場市営住宅の長寿命化及び
安全性・居住性の向上（地域住
宅計画）

御殿場市 29,007 



（静岡県）
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

富士の麓の高原都市にふさわし
い水環境保全重点計画

御殿場市 20,000 

御殿場市IC及び駒門SICとJR御殿
場駅周辺へのアクセス向上と地
域活性化を担う道路整備

御殿場市 102,193 

歴史文化と自然あふれる公園づ
くり

御殿場市 10,000 

公共用水域の水質保全重点計画 袋井市 160,000 

公共用水域の水質保全重点計画
（処理場）

袋井市 251,190 

下田市地域住宅等整備計画（地
域住宅計画）

下田市 27,382 

下田市における汚水処理整備の
推進重点計画

下田市 1,900 

下田市の歴史情緒あふれる街な
みの形成

下田市 7,669 

衛生的で快適な下水道の整備重
点計画

裾野市 10,000 

裾野駅西地区における市街地環
境整備

裾野市 216,707 

快適な住まい環境のまちづくり
重点計画

湖西市 199,964 

伊豆市の良好な生活環境の確保
（第２期）重点計画

伊豆市 23,500 

御前崎市における交通の利便性
の向上と安全性の確保

御前崎市 20,530 

御前崎市における住宅セーフ
ティネットの構築（地域住宅計
画）

御前崎市 7,038 



（静岡県）
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

菊川市における循環のみちの実
現　重点計画

菊川市 108,828 

伊豆の国市地域住宅等整備計画
（地域住宅計画）

伊豆の国市 22,578 

官民連携事業による下水道未普
及解消　重点計画

伊豆の国市 280,200 

官民連携事業による下水道未普
及解消（第2期）　重点計画

伊豆の国市 3,600 

牧之原市における公営住宅等の
住環境の向上（地域住宅計画）

牧之原市 1,921 

快適に安心して暮らせる環境づ
くり重点計画（函南町公共下水
道第３期整備）

函南町 80,000 

清水町公共下水道整備事業重点
計画

清水町 285,000 

長泉町下水道整備重点計画 長泉町 70,000 

長泉町地域住宅等整備計画（地
域住宅計画）

長泉町 661 

小山町における高齢者にもやさ
しい安全な住まいの実現（地域
住宅計画）

小山町 2,171 

吉田町地域住宅等整備計画（地
域住宅計画）

吉田町 3,460 

下水道による快適、安心なまち
づくり重点計画

吉田町 78,650 

川根本町における住宅の環境の
向上（地域住宅計画）

川根本町 1,480 

森町における清流・太田川との
共生計画（第３期）重点計画

森町 151,158 



（静岡県）
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

森町営住宅の長寿命化と、高齢
化・人口減少化に対応した安
心、安全な住環境の整備（地域
住宅計画）

森町 22,196 

17,268,548 

※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

（静岡県）
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

“ふじのくに”「命」を守る公
園整備（防災・安全）

静岡県 175,000 

市街地における通学路の交通安
全プログラムに基づく交通安全
施設整備

静岡県,長泉町,湖西市 307,060 

静岡県における流域下水道によ
る汚水処理の推進（防災・安
全）　第３期

静岡県 269,400 

静岡県における流域下水道によ
る汚水処理の推進（防災・安
全）　第３期（重点計画）

静岡県 102,000 

静岡県における住宅・建築物及
び市街地の安全性の向上（防
災・安全）

静岡県 19,282 

静岡県における安全で潤いと憩
いのある海岸づくりの推進（防
災・安全）

静岡県 338,000 

静岡県の港湾における安全・安
心な海岸づくりの推進（防災・
安全）

静岡県 668,300 

通学路交通安全プログラム等に
基づく“ふじのくに”の安全・
安心なみちづくり

静岡県,東伊豆町,南伊豆町,伊東市,沼津市,
三島市,御殿場市,伊豆市,函南町,清水町,富
士宮市,島田市,焼津市,藤枝市,牧之原市,磐
田市,掛川市,袋井市,菊川市,御前崎市,森
町,湖西市,裾野市,吉田町

1,386,984 

ふじのくに静岡県の県土強靭化
道路整備計画（防災・減災）

静岡県,伊豆市,小山町 488,918 

サイクリングの聖地”ふじのく
に”の自転車走行空間の整備
（第2期）

静岡県 254,806 

ふじのくにの安全・安心な自転
車通行環境整備

静岡県,沼津市,清水町,三島市,藤枝市 35,840 

ふじのくに静岡県の舗装の長寿
命化の推進（第2期）

静岡県 430,756 

命と暮らしを守る“ふじのく
に”のみちづくり（防災・安
全）（第2期）

静岡県,下田市,東伊豆町,河津町,伊東市,沼
津市,三島市,裾野市,清水町,掛川市,小山
町,富士宮市,富士市,島田市,焼津市,藤枝
市,牧之原市,吉田町,磐田市,菊川市,御前崎
市,森町,湖西市,長泉町,御殿場市,伊豆市

1,101,755 



（静岡県）
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

静岡県における「美しく、強
く、しなやかな“ふじのくに”
の川づくり」の推進（防災・安
全）（緊急対策）

静岡県,沼津市 480,000 

静岡県における「美しく、強
く、しなやかな“ふじのくに”
の川づくり」の推進（防災・安
全）

沼津市,静岡県,富士市,藤枝市 393,000 

豪雨等による土砂災害に備えた
「安心・安全社会」の構築
（防災・安全）（重点）

静岡県 340,650 

豪雨等による土砂災害に備えた
「安心・安全社会」の構築
（防災・安全）

静岡県,沼津市,三島市,富士市,磐田市,掛川
市,裾野市,袋井市,菊川市,伊豆の国市,松崎
町,森町,南伊豆町,下田市,西伊豆町,長泉
町,静岡市,東伊豆町,小山町,島田市,川根本
町,伊豆市

674,240 

静岡県における地震・津波から
命を守る海岸づくりの推進（防
災・安全）緊急対策

静岡県,伊豆市 208,000 

安全・安心な港づくりの推進
（防災・安全）（重点計画）

静岡県 215,700 

安全・安心な港づくりの推進
（防災・安全）

静岡県 374,000 

静岡県盛土緊急対策事業（防
災・安全）

静岡県,熱海市 200,000 

命と暮らしをささえる下水道
（防災・安全）（第２期）

静岡市 816,617 

静岡市の雨水・地震対策（防
災・安全）（重点計画）（第２
期）

静岡市 346,100 

静岡市における住宅・建築物及
び市街地の安全性の向上（防
災・安全）

静岡市 75,411 

水害に備えた安心安全に暮らせ
る”静岡”の実現（防災・安
全）

静岡市 18,000 

都市公園安全・安心対策推進の
ための公園整備計画

静岡市 56,180 

静岡市の暮らしを支えるみちづ
くり（第２期）（防災・安全）

静岡市 290,829 



（静岡県）
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

静岡市の通学路の安全を守るみ
ちづくり（第２期）（防災・安
全）

静岡市 260,529 

豊かさを創り合う住生活の実現
（地域住宅計画（防災・安
全））

静岡市 29,450 

浜松市における下水道施設の
「ツナグ」防災安全重点プラン
（防災・安全）（重点計画）

浜松市 151,800 

浜松市における住環境の向上
（防災・安全）

浜松市 207,884 

浜松市における下水道施設の再
構築、防災・安全対策の推進
（防災・安全）

浜松市 838,981 

交通事故ワースト１脱出に向け
た安全・安心なみちづくり（防
災・安全）

浜松市 55,200 

安全で快適な自転車通行環境づ
くり（防災・安全）

浜松市 52,250 

都市の交通に安全・快適・便利
さが感じられ、防災・安全に強
い力を発揮する道づくり（防
災・安全）

浜松市 9,845 

浜松市浸水対策計画（防災・安
全）

浜松市 31,000 

浜松市都市公園等安全・安心対
策の推進（防災・安全）

浜松市 122,967 

浜松市災害に強い都市づくり
（防災・安全）

浜松市 4,300 

出世の街浜松を支える道路の安
全・安心の確保（防災・安全）

浜松市 623,702 

災害に屈しない強靭な道路空間
の確保（防災・安全）

浜松市 179,300 

子どもの未来を明るく照らす、
安全・安心な通学路整備（防
災・安全）

浜松市 275,550 



（静岡県）
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

災害時の交通・物流に資する拠
点間連携強化（防災・安全）

浜松市 167,200 

八幡駅周辺の歩行空間バリアフ
リー化（防災・安全）

浜松市 61,600 

沼津市における安全・安心で快
適な住環境の確保（地域住宅計
画（防災・安全））

沼津市 114,870 

都市公園の長寿命化による安全
なまちづくり（防災・安全）

沼津市 30,000 

沼津市公共下水道耐震・ストッ
クマネジメント支援事業（防
災・安全）

沼津市 197,407 

原駅周辺地区における交通結節
点の機能強化

沼津市 38,845 

熱海市下水道施設の老朽化・地
震対策(防災・安全)

熱海市 100,469 

熱海市宅地耐震化推進事業（防
災・安全）

熱海市 4,221 

熱海市における住宅・建築物及
び市街地の安全性の向上（防
災・安全）

熱海市 17,183 

熱海市伊豆山土石流災害からの
復興まちづくりの推進（防災・
安全）

熱海市 38,400 

三島市における安全・安心で快
適な住環境の確保（地域住宅計
画（防災・安全））

三島市 51,892 

三島市における住宅・建築物及
び市街地の安全性の向上（防
災・安全）

三島市 18,694 

安全・安心に暮らせるまちづく
り（防災・安全）第３期

三島市 44,344 

公共下水道の浸水対策重点計画
（防災・安全）

富士宮市 50,000 



（静岡県）
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

公共下水道の防災対策（防災・
安全）

富士宮市 90,572 

富士宮市宅地耐震化推進事業
（防災・安全）

富士宮市 3,240 

富士宮市における住宅・建築物
及び市街地の安全性の向上（防
災・安全）

富士宮市 32,549 

伊東市における住宅の安心・安
全で快適な住環境の確保（地域
住宅計画（防災・安全））

伊東市 7,992 

下水道の防災・安全対策整備事
業（防災・安全）

伊東市 90,286 

伊東市における住宅・建築物及
び市街地の安全性の向上（防
災・安全）

伊東市 15,398 

安全安心な都市公園の改修 島田市 18,000 

島田市の道路施設長寿命化（防
災・安全）

島田市 35,808 

島田市における住宅・建築物及
び市街地の安全性の向上（防
災・安全）

島田市 32,698 

富士市下水道施設の再構築・耐
震化計画（防災・安全）

富士市 11,395 

富士市における安全・安心な雨
水整備計画の推進　重点計画
（防災・安全）

富士市 30,500 

安全・安心で快適な都市公園づ
くり（防災・安全）

富士市 25,700 

富士市における誰もが住みやす
い住宅・住環境の実現（地域住
宅計画（防災・安全）)

富士市 21,239 

富士市における住宅・建築物及
び市街地の安全性の向上（防
災・安全）

富士市 67,605 



（静岡県）
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

安全・安心な暮らしを支える
“富士”のみちづくり（防災・
安全）

富士市 288,154 

安全・安心なまちづくりー市街
地の浸水常襲地区における浸水
対策の推進ー重点計画（防災・
安全）

磐田市 8,000 

環境にやさしいまちづくりのた
めの下水道重点計画（防災・安
全）

磐田市 82,000 

環境にやさしいまちづくりのた
めの下水道（防災・安全）

磐田市 56,710 

公園の長寿命化による安全なま
ちづくり

磐田市 20,000 

地震・津波災害に強いまちづく
りの推進（第２期計画）（防
災・安全）

磐田市 7,100 

磐田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）

磐田市 31,476 

大規模地震等災害に備えた安
心・安全なまちづくり（防災・
安全）

焼津市 21,200 

潮風グリーンウォーク整備 焼津市 75,000 

焼津市における住宅・建築物及
び市街地の安全性の向上（防
災・安全）

焼津市 98,956 

焼津市公共下水道整備事業（防
災・安全）

焼津市 181,043 

公園施設の長寿命化による安
全・安心なまちづくり

焼津市 11,500 

活気にあふれる産業を支える、
安全性・利便性のあるみなとづ
くり（防災・安全）（通常計
画）

焼津市 9,000 

掛川市における市営住宅等の安
全・安心で快適な住環境の確保
（地域住宅計画（防災・安
全））

掛川市 17,218 



（静岡県）
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

掛川市における下水道施設の防
災・安全対策事業の推進（防
災・安全）

掛川市 119,376 

掛川市宅地耐震化推進事業（防
災・安全）

掛川市 4,500 

掛川市における住宅・建築物の
安全性の向上（防災・安全）

掛川市 28,877 

災害対策みんなで安心、公共下
水道の防災整備（防災・安全）

藤枝市 159,500 

安全・安心な都市公園創出計画
（重点計画）

藤枝市 15,000 

誰もが安全安心に利用できる憩
いの空間創出計画（防災・安
全）

藤枝市 15,000 

富士の麓の高原都市にふさわし
い水環境保全（防災・安全）

御殿場市 154,500 

御殿場市における住宅・建築物
の安全性の向上（防災・安全）

御殿場市 28,007 

安全・安心のまちづくり袋井市
（防災・安全）

袋井市 86,376 

下水道の防災・減災対策（防
災・安全）

袋井市 178,870 

下水道の防災・減災対策重点計
画（防災・安全）

袋井市 256,000 

袋井市における住宅・建築物及
び市街地の安全性の向上（防
災・安全）

袋井市 21,008 

袋井市における安全・安心なみ
ちづくり

袋井市 22,850 

下田市における下水道施設の地
震及び長寿命化対策（防災・安
全）

下田市 51,000 



（静岡県）
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

下田市における住宅・建築物及
び市街地の安全性の向上（防
災・安全）

下田市 2,937 

裾野市公共下水道ストックマネ
ジメント改築事業(防災・安全)

裾野市 10,000 

裾野市における住宅・建築物及
び市街地の安全性の向上（防
災・安全）

裾野市 4,687 

快適な住まい環境のまちづくり
（防災・安全）

湖西市 13,992 

湖西市宅地耐震化推進事業（防
災・安全）

湖西市 2,250 

湖西市における既設住宅ストッ
クの改善（地域住宅計画（防
災・安全））

湖西市 5,970 

伊豆市下水道施設防災対策事業
（防災・安全）（第2期）重点計
画

伊豆市 4,000 

伊豆市下水道施設防災対策事業
（防災・安全）（第2期）

伊豆市 72,400 

津波対策まちづくり計画（防
災・安全）

伊豆市 271,800 

伊豆市における住宅・建築物の
安全性の向上（防災・安全）

伊豆市 44,288 

御前崎市公共下水道の地震対
策・長寿命化事業（防災・安
全）

御前崎市 21,300 

御前崎市における住宅・建築物
及び市街地の安全性の向上（防
災・安全）

御前崎市 8,147 

菊川市における安全・安心で快
適な住環境の向上（地域住宅計
画（防災・安全））

菊川市 43,141 

菊川市における下水道施設の防
災・安全対策事業（防災・安
全）

菊川市 14,840 



（静岡県）
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

安全で安心して暮らせるまちづ
くり（防災・安全）

伊豆の国市 36,328 

伊豆の国市における住環境の向
上（防災・安全）

伊豆の国市 11,392 

牧之原市における住宅・建築物
及び市街地の安全性の向上（防
災・安全）

牧之原市 7,503 

東伊豆町における住宅・建築物
及び市街地の安全性の向上（防
災・安全）

東伊豆町 1,250 

河津町における住宅・建築物及
び市街地の安全性の向上（防
災・安全）

河津町 818 

南伊豆町公共下水道事業防災安
全対策事業（防災・安全）

南伊豆町 21,525 

南伊豆町における住宅の安全性
の向上(防災・安全)

南伊豆町 617 

松崎町における住宅・建築物の
安全性の向上（防災・安全）

松崎町 1,444 

西伊豆町における住宅・建築物
の安全性の向上(防災・安全)

西伊豆町 2,238 

安心・安全な災害に強いまちづ
くり（防災・安全）

西伊豆町 155,800 

函南町公共下水道総合地震対
策・長寿命化事業（第３期）
（防災・安全）

函南町 7,665 

函南町における住宅・建築物及
び市街地の安全性の向上(防災・
安全)

函南町 11,344 

清水町公共下水道長寿命化事業
（防災・安全）

清水町 11,660 

清水町における住宅・建築物及
び市街地の安全性の向上（防
災・安全）

清水町 6,034 



（静岡県）
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

長泉町における住宅・建築物及
び市街地の安全性の向上（防
災・安全）

長泉町 14,488 

長泉町下水道耐震化計画（防
災・安全）

長泉町 6,200 

小山町公共下水道整備事業（防
災・安全）

小山町 24,392 

小山町における住宅・建築物及
び市街地の安全性の向上（防
災・安全）

小山町 2,680 

公共下水道による良好な水環境
の実現（防災・安全）

吉田町 60,295 

下水道施設総合地震対策計画重
点計画（防災・安全）

吉田町 32,500 

吉田町における住宅・建築物の
耐震化率の向上（防災・安全）

吉田町 12,547 

川根本町における住宅の環境の
向上（防災・安全）

川根本町 2,439 

森町宅地耐震化推進事業（防
災・安全）

森町 1,350 

森町における住宅・建築物及び
住環境の安全性の向上（防災・
安全）

森町 21,076 

17,349,251 

※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


