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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：鳥取県 (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 智頭町～鳥取市 中国横断自動車道姫路鳥取線（智頭～鳥取） 773

改築 国道9号 湯梨浜町～琴浦町 北条道路 4,367

改築 国道9号 大山町～米子市 米子道路 669

改築 国道183号 日南町 鍵掛峠道路 2,186

改築 国道373号 智頭町 志戸坂峠防災 60

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：鳥取県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

鳥取大橋東詰交差点改良（鳥取市） 10

鳥取大橋西詰交差点改良（鳥取市） 53

琴浦地区交差点改良（琴浦町） 122

下甲地区歩道整備（大山町） 15

佐陀地区歩道整備（米子市） 10

安部歩道整備（八頭町） 10

祢宜谷歩道整備（鳥取市） 90

交通安全 国道53号 鳥取市 鳥取53号交通安全対策 36 鷹狩歩道整備 36

交通安全 国道29号 八頭町、鳥取市 鳥取29号交通安全対策 100

路線名 備考

交通安全 国道9号
鳥取市、琴浦町、
大山町、米子市

鳥取9号交通安全対策 210



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：鳥取県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

電線共同溝 国道9号 米子市 鳥取9号電線共同溝 197 米子電線共同溝 197

電線共同溝 国道29号 鳥取市 鳥取29号電線共同溝 220 千代水電線共同溝 220

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：鳥取県 (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178号 岩美町 岩美道路 1,800 山陰近畿自動車道

改築 国道181号 江府町 江府道路 2,347 江府三次道路

改築 国道313号 倉吉市 倉吉道路 75 北条湯原道路

改築 国道313号 倉吉市 倉吉関金道路 1,546 北条湯原道路

改築 国道313号 北栄町 北条倉吉道路（延伸） 1,048 北条湯原道路

改築 国道179号
湯梨浜町、北栄
町

はわいバイパス 56

改築 （主） 倉吉由良線 北栄町 北栄工区 100

路線名 備考



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：鳥取県 (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 鳥取県 鳥取県無電柱化推進計画事業 44
(国)181号(博労町～道笑町工区)〔米子市〕、(主)倉吉
青谷線(八屋～山根工区)〔倉吉市〕、(一)大山寺岸本
線(小林工区)〔伯耆町〕



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：鳥取県 (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） 鳥取県 鳥取県通学路緊急対策推進計画 1,887

稲葉山小学校、岩倉小学校、宮ノ下小学校、湖山西
小学校、江山学園、修立小学校、美保小学校、浜坂
小学校、加茂小学校、就将小学校、住吉小学校、福
生東小学校、福米東小学校、箕蚊屋小学校、高城小
学校、社小学校、小鴨小学校、岩美北小学校、智頭
小学校、郡家西小学校、船岡小学校、八東小学校、
東郷小学校、浦安小学校、大栄小学校、日吉津小学
校、大山西小学校、名和小学校、西伯小学校、二部
小学校、八郷小学校、江府小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 鳥取市 鳥取県鳥取市通学路緊急対策推進計画 73 宮ノ下小学校、浜坂小学校、米里小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 米子市 鳥取県米子市通学路緊急対策推進計画 132 加茂小学校、伯仙小学校、箕蚊屋小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 倉吉市 鳥取県倉吉市通学路緊急対策推進計画 57 小鴨小学校、成徳小学校、西郷小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 境港市 鳥取県境港市通学路緊急対策推進計画 3 外江小学校、上道小学校、渡小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 岩美町 鳥取県岩美町通学路緊急対策推進計画 4 岩美北小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 智頭町 鳥取県智頭町通学路緊急対策推進計画 59 智頭小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 琴浦町 鳥取県琴浦町通学路緊急対策推進計画 28 八橋小学校



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：鳥取県 (単位: 百万円) 

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

交通安全対策（通学路緊急対策） 北栄町 鳥取県北栄町通学路緊急対策推進計画 51 大栄小学校、北条小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 日吉津村 鳥取県日吉津村通学路緊急対策推進計画 10 日吉津小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 大山町 鳥取県大山町通学路緊急対策推進計画 38 名和小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 南部町 鳥取県南部町通学路緊急対策推進計画 47 会見小学校、西伯小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 伯耆町 鳥取県伯耆町通学路緊急対策推進計画 55 岸本小学校、溝口小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 江府町 鳥取県江府町通学路緊急対策推進計画 1 江府小学校



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：鳥取県 (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 鳥取県 橋梁長寿命化修繕計画 2,717 別紙参照

道路メンテナンス事業 鳥取県 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 鳥取県 道路附属物等長寿命化修繕計画 92 別紙参照

道路メンテナンス事業 鳥取市 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 鳥取市 トンネル長寿命化修繕計画 3 別紙参照

道路メンテナンス事業 米子市 橋梁長寿命化修繕計画 130 別紙参照

道路メンテナンス事業 倉吉市 橋梁長寿命化修繕計画 144 別紙参照

道路メンテナンス事業 境港市 橋梁長寿命化修繕計画 15 別紙参照

道路メンテナンス事業 岩美町 橋梁長寿命化修繕計画 96 別紙参照

道路メンテナンス事業 若桜町 橋梁長寿命化修繕計画 24 別紙参照

道路メンテナンス事業 智頭町 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 八頭町 橋梁長寿命化修繕計画 158 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：鳥取県 (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 三朝町 橋梁長寿命化修繕計画 3 別紙参照

道路メンテナンス事業 湯梨浜町 橋梁長寿命化修繕計画 36 別紙参照

道路メンテナンス事業 琴浦町 橋梁長寿命化修繕計画 135 別紙参照

道路メンテナンス事業 北栄町 橋梁長寿命化修繕計画 84 別紙参照

道路メンテナンス事業 日吉津村 橋梁長寿命化修繕計画 9 別紙参照

道路メンテナンス事業 大山町 橋梁長寿命化修繕計画 81 別紙参照

道路メンテナンス事業 南部町 橋梁長寿命化修繕計画 43 別紙参照

道路メンテナンス事業 伯耆町 橋梁長寿命化修繕計画 64 別紙参照

道路メンテナンス事業 日南町 橋梁長寿命化修繕計画 62 別紙参照

道路メンテナンス事業 日野町 橋梁長寿命化修繕計画 23 別紙参照

道路メンテナンス事業 江府町 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 江府町 トンネル長寿命化修繕計画 9 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
鳥取県

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

鳥取県橋梁長寿命化修繕計画
鳥取県 倉吉市 一般県道巌城上灘線 巌城橋歩道橋 橋梁 修繕
鳥取県 北栄町 一般県道上大立大栄線 尾橋 橋梁 修繕
鳥取県 琴浦町 一般県道倉吉東伯線 宮橋 橋梁 修繕
鳥取県 琴浦町 一般県道大栄赤碕線 洗川橋 橋梁 修繕
鳥取県 琴浦町 一般県道大栄赤碕線 加勢蛇橋 橋梁 修繕
鳥取県 江府町 一般県道如来原御机線 南大山大橋 橋梁 修繕
鳥取県 三朝町 一般県道三朝温泉木地山線 下大岩橋 橋梁 修繕
鳥取県 米子市 一般県道米子丸山線 陳少橋 橋梁 修繕
鳥取県 米子市 一般県道両三柳西福原線 三柳境橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 一般県道金沢伏野線 ハマトイ橋 橋梁 修繕
鳥取県 倉吉市 一般国道179号 上井跨線橋（下り） 橋梁 修繕
鳥取県 倉吉市 一般国道179号 上井跨線橋（上り） 橋梁 修繕
鳥取県 三朝町 一般国道179号 下河原橋 橋梁 修繕
鳥取県 若桜町 一般県道若桜下三河線 新吉川橋 橋梁 修繕
鳥取県 若桜町 一般県道若桜下三河線 番匠橋 橋梁 修繕
鳥取県 若桜町 一般県道若桜湯村温泉線 石楠花橋 橋梁 修繕
鳥取県 若桜町 一般県道若桜湯村温泉線 赤松歩道橋 橋梁 修繕
鳥取県 琴浦町 主要地方道赤碕大山線 光橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 主要地方道倉吉川上青谷線 桑原橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 主要地方道倉吉川上青谷線 鳴滝橋 橋梁 修繕
鳥取県 倉吉市 主要地方道鳥取河原倉吉線 竹田橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 主要地方道鳥取国府岩美線 栃本橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 主要地方道鳥取鹿野倉吉線 桂見大橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 主要地方道鳥取鹿野倉吉線 佐谷橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 主要地方道鳥取鹿野倉吉線 東橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 主要地方道鳥取鹿野倉吉線 古海1号橋 橋梁 修繕
鳥取県 大山町 主要地方道名和岸本線 神原橋 橋梁 修繕
鳥取県 伯耆町 主要地方道日野溝口線 中央橋 橋梁 修繕
鳥取県 米子市 主要地方道米子大山線 新大山橋 橋梁 修繕
鳥取県 江府町 主要地方道岸本江府線 袋原大橋 橋梁 修繕
鳥取県 八頭町 主要地方道岩美八東線 志谷口橋 橋梁 修繕
鳥取県 倉吉市 主要地方道倉吉江府溝口線 中田橋 橋梁 修繕
鳥取県 琴浦町 主要地方道東伯野添線 一本橋 橋梁 修繕
鳥取県 琴浦町 主要地方道東伯野添線 徳山橋 橋梁 修繕
鳥取県 伯耆町 主要地方道日野溝口線 二部歩道橋 橋梁 修繕
鳥取県 境港市 主要地方道米子境港線 境跨線橋 橋梁 修繕
鳥取県 八頭町 一般県道河原郡家線 竹ノ下橋 橋梁 修繕
鳥取県 岩美町 一般県道院内馬場線 才ノ木橋 橋梁 修繕
鳥取県 岩美町 一般県道院内馬場線 地蔵前橋 橋梁 修繕
鳥取県 北栄町 一般県道羽合東伯線 江北1号暗渠 橋梁 修繕
鳥取県 北栄町 一般県道羽合東伯線 国坂1号暗渠 橋梁 修繕
鳥取県 北栄町 一般県道羽合東伯線 妻波1号暗渠 橋梁 修繕
鳥取県 北栄町 一般県道羽合東伯線 松神1号暗渠 橋梁 修繕
鳥取県 北栄町 一般県道羽合東伯線 大谷2号暗渠 橋梁 修繕
鳥取県 北栄町 一般県道羽合東伯線 天神橋 橋梁 修繕
鳥取県 北栄町 一般県道羽合東伯線 天神歩道橋 橋梁 修繕
鳥取県 北栄町 一般県道羽合東伯線 由良宿1号暗渠 橋梁 修繕
鳥取県 北栄町 一般県道羽合東伯線 由良宿4号暗渠 橋梁 修繕
鳥取県 北栄町 一般県道羽合東伯線 由良宿5号暗渠 橋梁 修繕
鳥取県 三朝町 一般県道羽出三朝線 渡瀬橋 橋梁 修繕
鳥取県 琴浦町 一般県道浦安停車場線 東八瀬橋 橋梁 修繕
鳥取県 倉吉市 一般県道下見関金線 2号無名橋3 橋梁 修繕
鳥取県 倉吉市 一般県道下見関金線 河来見橋 橋梁 修繕
鳥取県 倉吉市 一般県道下見関金線 新開橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 一般県道加茂用瀬線 山口橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 一般県道加茂用瀬線 松原橋2 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 一般県道加茂用瀬線 長戸路橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 一般県道河内槙原線 安蔵橋2 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 一般県道河内槙原線 下丹防橋 橋梁 修繕
鳥取県 米子市 一般県道岩屋谷米子線 新青木橋 橋梁 修繕
鳥取県 岩美町 一般県道岩美停車場線 恩志橋 橋梁 修繕
鳥取県 北栄町 一般県道亀谷北条線 新橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 一般県道金沢伏野線 ニシトイ橋 橋梁 修繕
鳥取県 倉吉市 一般県道厳城上灘線 巌城橋 橋梁 修繕
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鳥取県 鳥取市 一般県道湖山停車場布勢線 キュウスン橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 一般県道湖山停車場布勢線 里仁橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 一般県道御熊白兎線 シゲサキ橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 一般県道高路古海線 下高下橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 一般県道高路古海線 高路口橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 一般県道高路古海線 村中橋2 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 一般県道高路古海線 中橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 一般県道高路古海線 藤谷橋2 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 一般県道高路古海線 有富橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 一般県道国安桂木線 舟木橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 一般県道国府正蓮寺線 国府中央橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 一般県道三代寺宮下線 五反田橋 橋梁 修繕
鳥取県 三朝町 一般県道三朝温泉木地山線 ３号無名橋 橋梁 修繕
鳥取県 三朝町 一般県道三朝東郷線 奈良木橋 橋梁 修繕
鳥取県 若桜町 一般県道若桜停車場線 井手ノ下橋 橋梁 修繕
鳥取県 若桜町 一般県道若桜停車場線 若桜橋歩道橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 一般県道小河内加茂線 木合谷橋 橋梁 修繕
鳥取県 倉吉市 一般県道上井北条線 小田橋 橋梁 修繕
鳥取県 日南町 一般県道上石見黒坂停車場線 一本橋 橋梁 修繕
鳥取県 日南町 一般県道上石見黒坂停車場線 一本橋歩道橋 橋梁 修繕
鳥取県 倉吉市 一般県道上大立横田線 沢谷橋 橋梁 修繕
鳥取県 北栄町 一般県道上大立大栄線 種川橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 一般県道上地中河原線 山崎橋2 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 一般県道上地中河原線 虫谷橋 橋梁 修繕
鳥取県 倉吉市 一般県道常藤関金線 滝川橋 橋梁 修繕
鳥取県 倉吉市 一般県道常藤関金線 湯の関橋 橋梁 修繕
鳥取県 倉吉市 一般県道常藤関金線 無名１号橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 一般県道青谷停車場線 福井田橋 橋梁 修繕
鳥取県 琴浦町 一般県道赤碕東郷自転車道線 あやめ橋 橋梁 修繕
鳥取県 琴浦町 一般県道赤碕東郷自転車道線 こい橋 橋梁 修繕
鳥取県 琴浦町 一般県道赤碕東郷自転車道線 鐘洗橋自歩道橋 橋梁 修繕
鳥取県 倉吉市 一般県道仙隠岡田線 西倉橋 橋梁 修繕
鳥取県 琴浦町 一般県道船上山赤碕線 タンバラ橋 橋梁 修繕
鳥取県 琴浦町 一般県道船上山赤碕線 出上橋 橋梁 修繕
鳥取県 倉吉市 一般県道倉吉東郷自転車道線 見日橋 橋梁 修繕
鳥取県 倉吉市 一般県道倉吉東郷自転車道線 伯耆自転車道2号橋 橋梁 修繕
鳥取県 湯梨浜町 一般県道倉吉東郷自転車道線 無名橋17 橋梁 修繕
鳥取県 倉吉市 一般県道倉吉東郷自転車道線 無名橋1号橋2 橋梁 修繕
鳥取県 倉吉市 一般県道倉吉東伯線 鴨河橋 橋梁 修繕
鳥取県 倉吉市 一般県道倉吉東伯線 半坂橋 橋梁 修繕
鳥取県 北栄町 一般県道倉吉東伯線 無名橋8 橋梁 修繕
鳥取県 琴浦町 一般県道大栄赤碕線 茅町橋 橋梁 修繕
鳥取県 琴浦町 一般県道大栄赤碕線 無名5号橋 橋梁 修繕
鳥取県 倉吉市 一般県道大柿上古川線 立木橋 橋梁 修繕
鳥取県 伯耆町 一般県道大山高原スマートインター線 岸本橋 橋梁 修繕
鳥取県 江府町 一般県道大山上福田線 鏡ヶ成２号橋 橋梁 修繕
鳥取県 三朝町 一般県道大谷曹源寺線 中村橋2 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 一般県道鷹狩渡一木線 八上橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 一般県道鷹狩渡一木線 和奈見橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 一般県道池谷福部停車場線 BOX14 橋梁 修繕
鳥取県 岩美町 一般県道池谷福部停車場線 一号無名橋1 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 一般県道池谷福部停車場線 中村橋2 橋梁 修繕
鳥取県 岩美町 一般県道池谷福部停車場線 二号無名橋2 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 一般県道猪ノ子国安線 下猪子橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 一般県道猪ノ子国安線 源太橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 一般県道猪ノ子国安線 無名橋14 橋梁 修繕
鳥取県 湯梨浜町 一般県道長和田羽合線 無名橋12 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 一般県道鳥取河原自転車道線 長谷自転車道橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 一般県道鳥取郡家線 ３号無名橋2 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 一般県道鳥取郡家線 大路橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 一般県道鳥取郡家線 中大路橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 一般県道鳥取郡家線 東田町上向橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 一般県道鳥取港湖山停車場線 上大井手橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 一般県道鳥取砂丘線 浜坂江津橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 一般県道津ノ井国府線 宮ノ後橋 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
鳥取県

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

鳥取県 鳥取市 一般県道津ノ井国府線 霜脇橋 橋梁 修繕
鳥取県 倉吉市 一般県道津原穴沢線 穴沢橋 橋梁 修繕
鳥取県 倉吉市 一般県道津原穴沢線 谷橋2 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 一般県道田島片原線 有門橋 橋梁 修繕
鳥取県 湯梨浜町 一般県道東郷羽合線 センゴク橋 橋梁 修繕
鳥取県 湯梨浜町 一般県道東郷湖線 浅津2号橋 橋梁 修繕
鳥取県 米子市 一般県道東福原樋口線 妻の神橋 橋梁 修繕
鳥取県 米子市 一般県道東福原樋口線 深池東橋 橋梁 修繕
鳥取県 湯梨浜町 一般県道泊港線 無名橋9 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 一般県道八坂鳥取停車場線 無名橋20 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 一般県道八束水勝見線 永江橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 一般県道八束水勝見線 新永江橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 一般県道八日市釜口線 八日市橋 橋梁 修繕
鳥取県 三朝町 一般県道俵原青谷線 1号橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 一般県道俵原青谷線 2号無名橋(西村橋) 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 一般県道俵原青谷線 善田橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 一般県道俵原青谷線 早牛橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 一般県道伏野覚寺線 丸山橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 一般県道伏野覚寺線 八千代橋 橋梁 修繕
鳥取県 岩美町 一般県道福部岩美線 溝橋4号 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 一般県道福部停車場線 高江橋 橋梁 修繕
鳥取県 米子市 一般県道福頼市山伯耆大山停車場線 八幡橋 橋梁 修繕
鳥取県 米子市 一般県道福頼市山伯耆大山停車場線 田中橋 橋梁 修繕
鳥取県 八頭町 一般県道米岡河原停車場線 米岡橋歩道橋 橋梁 修繕
鳥取県 琴浦町 一般県道法万大栄線 法万橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 一般県道本鹿高福線 黒田橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 一般県道本鹿高福線 車橋 橋梁 修繕
鳥取県 八頭町 一般県道麻生国府線 別府橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 一般県道鱒返余戸線 堂ノ橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 一般県道妙徳寺鹿野線 一ツ橋 橋梁 修繕
鳥取県 岩美町 一般県道網代港岩美停車場線 宮島橋 橋梁 修繕
鳥取県 三朝町 一般県道木地山倉吉線 小河内橋 橋梁 修繕
鳥取県 三朝町 一般県道木地山倉吉線 泉谷橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 一般県道矢矯松原線 柿ノ木橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 一般県道矢矯松原線 金土橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 一般県道矢矯松原線 双六橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 一般県道矢口鹿野線 シゲタカ橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 一般県道矢口鹿野線 下坂本橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 一般県道矢口鹿野線 無名橋15 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 一般県道用瀬停車場線 駅前橋1 橋梁 修繕
鳥取県 大山町 一般県道淀江インター線 淀江跨線橋 橋梁 修繕
鳥取県 大山町 一般県道淀江琴浦線 高田橋 橋梁 修繕
鳥取県 大山町 一般県道淀江琴浦線 庄田橋 橋梁 修繕
鳥取県 大山町 一般県道淀江琴浦線 倉谷橋 橋梁 修繕
鳥取県 大山町 一般県道淀江琴浦線 大名橋 橋梁 修繕
鳥取県 大山町 一般県道淀江琴浦線 中高橋 橋梁 修繕
鳥取県 大山町 一般県道淀江琴浦線 無名橋21 橋梁 修繕
鳥取県 岩美町 一般県道陸上岩井線 神ム子橋 橋梁 修繕
鳥取県 岩美町 一般県道陸上岩井線 大掛橋 橋梁 修繕
鳥取県 岩美町 一般県道陸上岩井線 東浜橋 橋梁 修繕
鳥取県 米子市 一般県道両三柳後藤停車場線 米原跨線橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 一般県道杣小屋曳田線 北村橋 橋梁 修繕
鳥取県 岩美町 一般国道178号 七坂橋 橋梁 修繕
鳥取県 倉吉市 一般国道179号 伊木橋 橋梁 修繕
鳥取県 三朝町 一般国道179号 間谷橋 橋梁 修繕
鳥取県 湯梨浜町 一般国道179号 久留１号暗渠 橋梁 修繕
鳥取県 湯梨浜町 一般国道179号 光吉１号暗渠 橋梁 修繕
鳥取県 湯梨浜町 一般国道179号 光吉２号暗渠 橋梁 修繕
鳥取県 倉吉市 一般国道179号 清谷橋 橋梁 修繕
鳥取県 三朝町 一般国道179号 前田橋 橋梁 修繕
鳥取県 倉吉市 一般国道179号 倉吉大橋(上り) 橋梁 修繕
鳥取県 三朝町 一般国道179号 打札橋 橋梁 修繕
鳥取県 湯梨浜町 一般国道179号 長瀬１号暗渠 橋梁 修繕
鳥取県 日野町 一般国道180号 新黒坂橋 橋梁 修繕
鳥取県 日野町 一般国道180号 新三栗橋 橋梁 修繕
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鳥取県 米子市 一般国道180号 新山古市橋 橋梁 修繕
鳥取県 日野町 一般国道180号 中菅橋 橋梁 修繕
鳥取県 南部町 一般国道180号 念佛橋 橋梁 修繕
鳥取県 日野町 一般国道180号 門谷橋 橋梁 修繕
鳥取県 日野町 一般国道180号 門之上橋 橋梁 修繕
鳥取県 米子市 一般国道181号 BOX3 橋梁 修繕
鳥取県 伯耆町 一般国道181号 白水橋 橋梁 修繕
鳥取県 伯耆町 一般国道181号 溝橋2 橋梁 修繕
鳥取県 米子市 一般国道181号 宗像橋(下り) 橋梁 修繕
鳥取県 米子市 一般国道181号 宗像橋(上り) 橋梁 修繕
鳥取県 米子市 一般国道181号 昭和新橋 橋梁 修繕
鳥取県 伯耆町 一般国道181号 伯耆橋 橋梁 修繕
鳥取県 伯耆町 一般国道181号 半田２号橋 橋梁 修繕
鳥取県 日南町 一般国道183号 生山大橋 橋梁 修繕
鳥取県 倉吉市 一般国道313号 いわな橋 橋梁 修繕
鳥取県 北栄町 一般国道313号 しもつわ橋 橋梁 修繕
鳥取県 倉吉市 一般国道313号 わさび橋 橋梁 修繕
鳥取県 倉吉市 一般国道313号 下屋敷橋 橋梁 修繕
鳥取県 北栄町 一般国道313号 弓原１号函渠橋 橋梁 修繕
鳥取県 倉吉市 一般国道313号 若土橋 橋梁 修繕
鳥取県 倉吉市 一般国道313号 第二蔵内橋 橋梁 修繕
鳥取県 倉吉市 一般国道313号 無名橋１号橋 橋梁 修繕
鳥取県 倉吉市 一般国道313号 矢送橋 橋梁 修繕
鳥取県 智頭町 一般国道373号 馬渡瀬橋1 橋梁 修繕
鳥取県 境港市 一般国道431号 境水道大橋 橋梁 修繕
鳥取県 米子市 一般国道431号 桜橋 橋梁 修繕
鳥取県 境港市 一般国道431号 無名橋3 橋梁 修繕
鳥取県 若桜町 一般国道482号 滝谷橋 橋梁 修繕
鳥取県 若桜町 一般国道482号 茗荷谷橋 橋梁 修繕
鳥取県 智頭町 主要地方道津山智頭八東線 赤瀬橋 橋梁 修繕
鳥取県 智頭町 主要地方道津山智頭八東線 浅見橋 橋梁 修繕
鳥取県 智頭町 主要地方道津山智頭八東線 綾木谷橋 橋梁 修繕
鳥取県 若桜町 主要地方道若桜下三河線 宮の元橋 橋梁 修繕
鳥取県 江府町 主要地方道岸本江府線 貝田北大橋 橋梁 修繕
鳥取県 伯耆町 主要地方道岸本江府線 新弁天橋 橋梁 修繕
鳥取県 江府町 主要地方道岸本江府線 大満大橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 主要地方道岩美八東線 小川橋 橋梁 修繕
鳥取県 八頭町 主要地方道岩美八東線 第一落岩橋 橋梁 修繕
鳥取県 八頭町 主要地方道郡家国府線 灰塚橋 橋梁 修繕
鳥取県 八頭町 主要地方道郡家国府線 篠波橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 主要地方道郡家鹿野気高線 今在家中橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 主要地方道郡家鹿野気高線 天神橋1 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 主要地方道郡家鹿野気高線 中園橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 主要地方道郡家鹿野気高線 無名橋4 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 主要地方道郡家鹿野気高線 無名橋6 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 主要地方道郡家鹿野気高線 河原橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 主要地方道郡家鹿野気高線 河原歩道橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 主要地方道郡家鹿野気高線 神戸橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 主要地方道郡家鹿野気高線 瀬戸橋 橋梁 修繕
鳥取県 八頭町 主要地方道郡家鹿野気高線 船岡大橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 主要地方道郡家鹿野気高線 曽輪谷橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 主要地方道郡家鹿野気高線 中河原橋1 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 主要地方道郡家鹿野気高線 徳三橋 橋梁 修繕
鳥取県 三朝町 主要地方道三朝中線 4号無名橋2 橋梁 修繕
鳥取県 三朝町 主要地方道三朝中線 6号無名橋1 橋梁 修繕
鳥取県 三朝町 主要地方道三朝中線 高橋橋 橋梁 修繕
鳥取県 三朝町 主要地方道三朝中線 中津橋 橋梁 修繕
鳥取県 三朝町 主要地方道三朝東郷線 1号無名橋1 橋梁 修繕
鳥取県 湯梨浜町 主要地方道三朝東郷線 別所橋1 橋梁 修繕
鳥取県 日南町 主要地方道新見日南線 上石見橋 橋梁 修繕
鳥取県 日南町 主要地方道新見日南線 赤根原橋 橋梁 修繕
鳥取県 倉吉市 主要地方道倉吉江府溝口線 今西橋 橋梁 修繕
鳥取県 倉吉市 主要地方道倉吉江府溝口線 東大山大橋 橋梁 修繕
鳥取県 倉吉市 主要地方道倉吉青谷線 花見橋 橋梁 修繕
鳥取県 琴浦町 主要地方道倉吉赤碕中山線 5号無名橋2 橋梁 修繕
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鳥取県 琴浦町 主要地方道倉吉赤碕中山線 7号無名橋 橋梁 修繕
鳥取県 倉吉市 主要地方道倉吉赤碕中山線 長田橋 橋梁 修繕
鳥取県 倉吉市 主要地方道倉吉赤碕中山線 福光橋 橋梁 修繕
鳥取県 倉吉市 主要地方道倉吉福本線 1号長石橋 橋梁 修繕
鳥取県 北栄町 主要地方道倉吉由良線 ２号無名橋 橋梁 修繕
鳥取県 北栄町 主要地方道倉吉由良線 島橋 橋梁 修繕
鳥取県 北栄町 主要地方道倉吉由良線 踏切橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 主要地方道智頭用瀬線 2号橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 主要地方道智頭用瀬線 ４号橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 主要地方道智頭用瀬線 高岩橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 主要地方道智頭用瀬線 山の谷橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 主要地方道智頭用瀬線 山谷橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 主要地方道智頭用瀬線 小谷橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 主要地方道智頭用瀬線 赤波橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 主要地方道智頭用瀬線 二つ渡良瀬橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 主要地方道智頭用瀬線 馬乗橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 主要地方道智頭用瀬線 板井原橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 主要地方道智頭用瀬線 仏谷橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 主要地方道鳥取河原線 長谷橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 主要地方道鳥取河原線 津浪歩道橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 主要地方道鳥取河原用瀬線 BOX13 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 主要地方道鳥取河原用瀬線 あわたに橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 主要地方道鳥取河原用瀬線 金原橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 主要地方道鳥取河原用瀬線 新橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 主要地方道鳥取河原用瀬線 中原橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 主要地方道鳥取河原用瀬線 無名橋12 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 主要地方道鳥取港線 BOX9 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 主要地方道鳥取国府岩美線 三洋大橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 主要地方道鳥取国府岩美線 殿橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 主要地方道鳥取国府岩美線 雨滝橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 主要地方道鳥取国府岩美線 丸塚橋 橋梁 修繕
鳥取県 岩美町 主要地方道鳥取国府岩美線 山神橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 主要地方道鳥取国府岩美線 大杉谷橋 橋梁 修繕
鳥取県 岩美町 主要地方道鳥取国府岩美線 第２号笹谷橋 橋梁 修繕
鳥取県 岩美町 主要地方道鳥取国府岩美線 蕪島橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 主要地方道鳥取国府岩美線 木原橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 主要地方道鳥取鹿野倉吉線 ３号無名橋(谷河原橋) 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 主要地方道鳥取鹿野倉吉線 樫木橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 主要地方道鳥取鹿野倉吉線 サカツ橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 主要地方道鳥取鹿野倉吉線 千代大橋(下り) 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 主要地方道鳥取鹿野倉吉線 千代大橋(上り) 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 主要地方道鳥取鹿野倉吉線 徳尾大橋(下り) 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 主要地方道鳥取鹿野倉吉線 徳尾大橋(上り) 橋梁 修繕
鳥取県 三朝町 主要地方道鳥取鹿野倉吉線 塚谷橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 主要地方道鳥取福部線 海士橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 主要地方道鳥取福部線 小豆田橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 主要地方道鳥取福部線 修立橋 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 主要地方道鳥取福部線 山崎橋1 橋梁 修繕
鳥取県 鳥取市 主要地方道鳥取福部線 溝橋5号橋側歩道橋(下り) 橋梁 修繕
鳥取県 琴浦町 主要地方道東伯野添線 東伯大橋（下り） 橋梁 修繕
鳥取県 琴浦町 主要地方道東伯野添線 東伯大橋（上り） 橋梁 修繕
鳥取県 伯耆町 主要地方道日野溝口線 しんでん橋 橋梁 修繕
鳥取県 伯耆町 主要地方道日野溝口線 寺坂橋1 橋梁 修繕
鳥取県 米子市 主要地方道米子境港線 弥生橋 橋梁 修繕
鳥取県 伯耆町 主要地方道名和岸本線 八郷口橋 橋梁 修繕
鳥取県 大山町 主要地方道名和岸本線 門野橋 橋梁 修繕
鳥取県 岩美町 主要地方道網代港線 BOX 橋梁 修繕
鳥取県 岩美町 主要地方道網代港線 沓井大橋 橋梁 修繕
鳥取県 米子市 主要地方道米子大山線 尾高橋 橋梁 更新
鳥取県 点検計画

鳥取県トンネル長寿命化修繕計画
鳥取県 米子市 一般国道180号 古市トンネル トンネル 修繕
鳥取県 倉吉市 一般国道313号 犬挟トンネル トンネル 修繕
鳥取県 鳥取市 主要地方道鳥取国府岩美線 拾石トンネル トンネル 修繕
鳥取県 三朝町 主要地方道鳥取鹿野倉吉線 三朝トンネル トンネル 修繕
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鳥取県道路附属物等長寿命化修繕計画
鳥取県 北栄町 一般県道羽合東伯線 由良宿横断歩道橋 道路附属物等 修繕
鳥取県 米子市 一般県道両三柳西福原線 河崎横断歩道橋 道路附属物等 修繕
鳥取県 伯耆町 主要地方道倉吉江府溝口線 大内ロックシェッド2 道路附属物等 修繕
鳥取県 伯耆町 主要地方道倉吉江府溝口線 道路情報提供装置 道路附属物等 修繕
鳥取県 倉吉市 主要地方道倉吉福本線 昭和町横断歩道橋 道路附属物等 修繕
鳥取県 日野町 一般国道180号 塔の峰歩道橋 道路附属物等 修繕
鳥取県 日野町 一般国道180号 道路情報提供装置 道路附属物等 修繕
鳥取県 日野町 一般国道181号 板井原スノーシェッド 道路附属物等 修繕
鳥取県 江府町 一般国道482号 道路情報提供装置 道路附属物等 修繕

鳥取市橋梁長寿命化修繕計画
鳥取市 鳥取市 相屋神社線 相屋橋 橋梁 修繕
鳥取市 鳥取市 稲葉ヶ丘６号線 稲葉ヶ丘１号橋 橋梁 修繕
鳥取市 鳥取市 稲葉ヶ丘９号線 稲葉ヶ丘２号橋 橋梁 修繕
鳥取市 鳥取市 国分寺３号線 国分寺４号橋 橋梁 修繕
鳥取市 鳥取市 国分寺８号線 国分寺５号橋 橋梁 修繕
鳥取市 鳥取市 佐治中央線 尾続谷橋 橋梁 修繕
鳥取市 鳥取市 清水１号線 大谷橋 橋梁 修繕
鳥取市 鳥取市 清水１号線 村中橋 橋梁 修繕
鳥取市 鳥取市 下加瀬木線 河合谷橋 橋梁 修繕
鳥取市 鳥取市 大工町出合青木線 盆悦橋 橋梁 修繕
鳥取市 鳥取市 庁６号線 庁３号橋 橋梁 修繕
鳥取市 鳥取市 鳴滝前田線 鳴滝前田橋 橋梁 修繕
鳥取市 鳥取市 広西１号線 広西１号橋 橋梁 修繕
鳥取市 鳥取市 法花寺５号線 法花寺２号橋 橋梁 修繕
鳥取市 鳥取市 八重原２号線 無名橋(0021号) 橋梁 修繕
鳥取市 鳥取市 山湯山線 無名橋(0033B) 橋梁 修繕
鳥取市 鳥取市 湯山和田線 無名橋(0044号) 橋梁 修繕
鳥取市 鳥取市 用瀬別府線 中橋 橋梁 撤去
鳥取市 点検計画

鳥取市トンネル長寿命化修繕計画
鳥取市 鳥取市 木梨二本木線 勝谷トンネル トンネル 修繕

米子市橋梁長寿命化修繕計画
米子市 米子市 青木１号線 １号橋 橋梁 修繕
米子市 米子市 石田２号線 １号橋 橋梁 修繕
米子市 米子市 五ツ分日下線 日下橋 橋梁 修繕
米子市 米子市 上富益下彦名線 １号橋 橋梁 修繕
米子市 米子市 上安曇大袋１号線 桜木橋 橋梁 修繕
米子市 米子市 大崎東２８号線 １号橋 橋梁 修繕
米子市 米子市 尾高西４号線 前田橋 橋梁 修繕
米子市 米子市 亀甲佐陀線 外浜橋 橋梁 修繕
米子市 米子市 観音寺１号線 観音寺３号橋 橋梁 修繕
米子市 米子市 三本松６号線 柳橋 橋梁 修繕
米子市 米子市 下和田東５号線 １号橋 橋梁 修繕
米子市 米子市 下郷箕線 １号橋 橋梁 修繕
米子市 米子市 長砂町１３号線 公園前橋 橋梁 修繕
米子市 米子市 長砂町１号線 商蚕橋 橋梁 修繕
米子市 米子市 西原佐陀線 西原佐陀1号橋 橋梁 修繕
米子市 米子市 二本木下郷線 ２号橋 橋梁 修繕
米子市 米子市 二本木下郷線 下郷上橋 橋梁 修繕
米子市 米子市 東山川右岸堤線 昭和町１号橋 橋梁 修繕
米子市 米子市 日ノ出町西福原線 上場谷中央橋の２（歩道） 橋梁 修繕
米子市 米子市 福生南１号線 １号橋 橋梁 修繕
米子市 米子市 福生南３号線 １号橋 橋梁 修繕
米子市 米子市 富士見町南紺屋町線 瑜伽堂橋 橋梁 修繕
米子市 米子市 美吉２号線 １号橋 橋梁 修繕
米子市 米子市 米原前谷線 １号橋 橋梁 修繕
米子市 米子市 安倍１号線 １号橋 橋梁 修繕
米子市 米子市 下安曇１号線 下安曇橋 橋梁 修繕
米子市 米子市 下富益西５号線 １号橋 橋梁 修繕
米子市 米子市 下和田東４号線 １号橋 橋梁 修繕
米子市 米子市 皆生日野川線 1号橋 橋梁 修繕
米子市 米子市 昭和町東福原線 勝田橋 橋梁 修繕
米子市 米子市 昭和町大谷町１号線 西大谷橋 橋梁 修繕
米子市 米子市 昭和町大谷町１号線 目久美橋 橋梁 修繕
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米子市 米子市 上福万日下原線 谷田橋 橋梁 修繕
米子市 米子市 上福万日下線 上福万橋 橋梁 修繕
米子市 米子市 上和田西３号線 １号橋 橋梁 修繕
米子市 米子市 上和田東大篠津１号線 １号橋 橋梁 修繕
米子市 米子市 新庄八幡１号線 １号橋 橋梁 修繕
米子市 米子市 西和田団地４号線 １号橋 橋梁 修繕
米子市 米子市 大山街道線 １号橋 橋梁 修繕
米子市 米子市 大篠津西９号線 大篠津１号橋 橋梁 修繕
米子市 米子市 大篠津東８号線 １号橋 橋梁 修繕
米子市 米子市 大袋６号線 １号橋 橋梁 修繕
米子市 米子市 日原２号線 １号橋 橋梁 修繕
米子市 米子市 富益崎津３号線 １号橋 橋梁 修繕
米子市 米子市 福岡本宮線 末広橋 橋梁 修繕
米子市 米子市 福岡本宮線 落合橋 橋梁 修繕
米子市 米子市 夜見下彦名線 ２号橋 橋梁 修繕
米子市 米子市 夜見上彦名１号線 １号橋 橋梁 修繕
米子市 米子市 夜見鉄工団地線 １号橋 橋梁 修繕
米子市 米子市 夜見東１号線 １号橋 橋梁 修繕
米子市 米子市 夜見東２９号線 １号橋 橋梁 修繕
米子市 米子市 陽田町１号線 １号橋 橋梁 修繕
米子市 米子市 淀江町福岡 北尾３号橋 橋梁 修繕
米子市 米子市 和田浜団地大篠津西２号線 １号橋 橋梁 修繕
米子市 米子市 糀町車尾線 米川橋歩道橋 橋梁 修繕
米子市 米子市 葭津１８号線 １号橋 橋梁 修繕
米子市 米子市 葭津１９号線 ２号橋 橋梁 修繕
米子市 点検計画

倉吉市橋梁長寿命化修繕計画
倉吉市 倉吉市 穴沢斎尾大沢線 穴沢斎尾大沢1号橋 橋梁 修繕
倉吉市 倉吉市 上福田福積線 辰ヶ口橋 橋梁 修繕
倉吉市 倉吉市 野添1号支線 野津見1号橋 橋梁 修繕
倉吉市 倉吉市 福本福富線 犬島橋 橋梁 修繕
倉吉市 倉吉市 小鴨橋歩道橋線 小鴨歩道橋 橋梁 修繕
倉吉市 倉吉市 清谷大塚線 大塚橋 橋梁 修繕
倉吉市 倉吉市 西町越殿町線 西町越殿町1号橋 橋梁 修繕
倉吉市 倉吉市 西町新町3丁目線 西町新町3丁目1号橋 橋梁 修繕
倉吉市 倉吉市 福山3号線 福山7号橋 橋梁 修繕
倉吉市 倉吉市 本町大鳥居線 金屋橋 橋梁 修繕
倉吉市 倉吉市 本町大鳥居線 金屋橋側道橋 橋梁 修繕
倉吉市 倉吉市 野添1号線 上木戸坂2号橋 橋梁 修繕
倉吉市 倉吉市 野添1号線 第一野添橋 橋梁 修繕
倉吉市 点検計画

境港市橋梁長寿命化修繕計画
境港市 境港市 上道74号線 上道74号線1号橋 橋梁 修繕
境港市 境港市 上道82号線 上道82号線1号橋 橋梁 修繕
境港市 境港市 余子3号線 余子3号線1号橋 橋梁 修繕
境港市 境港市 境63号線 境63号線1号橋 橋梁 修繕
境港市 境港市 中浜131号線 中浜131号線1号橋 橋梁 修繕
境港市 境港市 樋ノ上川線 樋ノ上川線2号線 橋梁 修繕

岩美町橋梁長寿命化修繕計画
岩美町 岩美町 荒金３号線 無名橋９９ 橋梁 修繕
岩美町 岩美町 荒金７号線 無名橋１０１ 橋梁 修繕
岩美町 岩美町 院内荒金線 無名橋９４ 橋梁 修繕
岩美町 岩美町 宇治田河内線 無名橋１１７ 橋梁 修繕
岩美町 岩美町 浦富相谷2号線 無名橋２７ 橋梁 修繕
岩美町 岩美町 浦富相谷2号線 無名橋４１ 橋梁 修繕
岩美町 岩美町 浦富相谷4号線 無名橋４２ 橋梁 修繕
岩美町 岩美町 延興寺外邑線 田中橋 橋梁 修繕
岩美町 岩美町 大坂部落線 無名橋１０８ 橋梁 修繕
岩美町 岩美町 大谷中央線 日比野橋 橋梁 修繕
岩美町 岩美町 黒谷線 黒谷橋 橋梁 修繕
岩美町 岩美町 塩谷3号線 無名橋１３２ 橋梁 修繕
岩美町 岩美町 塩谷蒲生峠線 無名橋１３３ 橋梁 修繕
岩美町 岩美町 白地4号線 無名橋１２５ 橋梁 修繕
岩美町 岩美町 高住3号線 無名橋８９ 橋梁 修繕
岩美町 岩美町 鳥越４号線 無名橋１３７ 橋梁 修繕
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岩美町 岩美町 中田線 無名橋７０ 橋梁 修繕
岩美町 岩美町 長谷中央線 平和橋 橋梁 修繕
岩美町 岩美町 平野向山線 無名橋２０ 橋梁 修繕
岩美町 岩美町 牧谷宇治線 無名橋２５ 橋梁 修繕
岩美町 岩美町 山ノ神1号線 山ノ神橋 橋梁 修繕
岩美町 岩美町 山場線 無名橋１２９ 橋梁 修繕
岩美町 岩美町 岩井真名線 下河原橋 橋梁 修繕
岩美町 岩美町 七坂八峠線 新陸上橋 橋梁 修繕
岩美町 岩美町 太田岩常線 山埼橋 橋梁 修繕
岩美町 岩美町 池谷延興寺線 楽々賀橋 橋梁 修繕
岩美町 岩美町 長郷3号線 長郷橋 橋梁 修繕
岩美町 岩美町 陸上橋峠線 陸上橋 橋梁 修繕
岩美町 点検計画

若桜町橋梁長寿命化修繕計画
若桜町 若桜町 大工村線 無名橋５ 橋梁 修繕
若桜町 若桜町 落折1号線 落折橋 橋梁 修繕
若桜町 若桜町 落折1号線 無名橋19 橋梁 修繕
若桜町 若桜町 つく米桑ヶ仙線 わさび谷橋 橋梁 修繕
若桜町 若桜町 つく米村中線 つく米橋 橋梁 修繕
若桜町 若桜町 長砂1号線 長砂橋 橋梁 修繕
若桜町 若桜町 農人町1号線 馬橋 橋梁 修繕
若桜町 若桜町 茗荷谷2号線 茗荷谷橋 橋梁 修繕
若桜町 若桜町 若桜浄化ｾﾝﾀｰ線 山鼻橋 橋梁 修繕
若桜町 若桜町 根安2号線 世戸橋 橋梁 修繕
若桜町 若桜町 大野加地線 大野橋 橋梁 修繕
若桜町 点検計画

智頭町橋梁長寿命化修繕計画
智頭町 智頭町 市瀬護岸線 新市瀬橋 橋梁 修繕
智頭町 智頭町 岩神段線 城戸橋 橋梁 修繕
智頭町 智頭町 黒尾線 野々谷橋 橋梁 修繕
智頭町 智頭町 坂原錦橋線 錦橋 橋梁 修繕
智頭町 智頭町 坂原錦橋線 紅葉橋 橋梁 修繕
智頭町 智頭町 十日市線 十日市橋 橋梁 修繕
智頭町 智頭町 栃本線 夏原橋 橋梁 修繕
智頭町 智頭町 波多支線 波多支線1号橋 橋梁 修繕
智頭町 智頭町 早瀬竹内線 御蔵橋 橋梁 修繕
智頭町 智頭町 古鼠線 尾見大橋 橋梁 修繕
智頭町 点検計画

八頭町橋梁長寿命化修繕計画
八頭町 八頭町 かしま線 かしま２号橋 橋梁 修繕
八頭町 八頭町 安井１３号線 安井谷川橋 橋梁 修繕
八頭町 八頭町 安井７号線 安井７号３号橋 橋梁 修繕
八頭町 八頭町 安井７号線 昭和橋 橋梁 修繕
八頭町 八頭町 岡見線 百井橋 橋梁 修繕
八頭町 八頭町 下大坪下坂線 下大坪下坂１号橋 橋梁 修繕
八頭町 八頭町 下大坪下峰寺線 下大坪下峰寺１号橋 橋梁 修繕
八頭町 八頭町 下徳丸4号線 下徳丸4号橋 橋梁 修繕
八頭町 八頭町 皆原徳丸線 皆原橋 橋梁 修繕
八頭町 八頭町 岩渕奥野線 ｲﾌﾞﾘ橋 橋梁 修繕
八頭町 八頭町 岩渕奥野線 中河原橋 橋梁 修繕
八頭町 八頭町 岩渕奥野線 如来橋 橋梁 修繕
八頭町 八頭町 三浦鍛冶屋線 第二鍛冶屋橋 橋梁 修繕
八頭町 八頭町 三浦鍛冶屋線 宮の前橋 橋梁 修繕
八頭町 八頭町 市場村中３号線 安土橋 橋梁 修繕
八頭町 八頭町 小畑団地線 小畑団地橋 橋梁 修繕
八頭町 八頭町 水口線 金毘羅橋 橋梁 修繕
八頭町 八頭町 西御門定弱高岩線 西御門定弱高岩２号橋 橋梁 修繕
八頭町 八頭町 前田線 前田１号橋 橋梁 修繕
八頭町 八頭町 大安寺線 大安寺橋 橋梁 修繕
八頭町 八頭町 丹比縦貫線 柞原橋 橋梁 修繕
八頭町 八頭町 畜産前線 極楽橋 橋梁 修繕
八頭町 八頭町 殿西谷線 水口橋 橋梁 修繕
八頭町 八頭町 徳丸東線 金崎橋 橋梁 修繕
八頭町 八頭町 徳丸東線 徳丸東1号橋 橋梁 修繕
八頭町 八頭町 福井線 福井橋 橋梁 修繕
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八頭町 八頭町 茂田１号線 添谷橋 橋梁 修繕
八頭町 八頭町 和見谷線 和見谷橋 橋梁 修繕
八頭町 点検計画

三朝町橋梁長寿命化修繕計画
三朝町 三朝町 町道穴鴨中央線 穴鴨２号橋 橋梁 修繕
三朝町 三朝町 町道田代上村線 上村橋 橋梁 修繕
三朝町 三朝町 町道牧本線 牧１号橋 橋梁 修繕

湯梨浜町橋梁長寿命化修繕計画
湯梨浜町 湯梨浜町 町道長瀬千石線 長瀬４号橋 橋梁 修繕
湯梨浜町 湯梨浜町 町道橋津大橋開運橋線 湖北2号橋 橋梁 修繕
湯梨浜町 湯梨浜町 町道光吉松崎線 浅津１２号橋 橋梁 修繕
湯梨浜町 湯梨浜町 町道小学校線 つわぶき大橋 橋梁 修繕
湯梨浜町 湯梨浜町 町道松崎田畑橋線 新町橋 橋梁 修繕
湯梨浜町 湯梨浜町 町道石山線 長瀬８号橋 橋梁 修繕
湯梨浜町 湯梨浜町 町道中浜線 長瀬２８号橋 橋梁 修繕
湯梨浜町 湯梨浜町 町道長和田小池線 植木橋 橋梁 修繕
湯梨浜町 湯梨浜町 町道田子屋橋線 海岸橋 橋梁 修繕
湯梨浜町 湯梨浜町 町道尾長西沢線 前田橋 橋梁 修繕
湯梨浜町 湯梨浜町 町道方面高辻線 高辻橋 橋梁 修繕
湯梨浜町 湯梨浜町 町道方面高辻線 方面橋 橋梁 修繕
湯梨浜町 湯梨浜町 町道幼稚園東線 長瀬２３号橋 橋梁 修繕
湯梨浜町 点検計画

琴浦町橋梁長寿命化修繕計画
琴浦町 琴浦町 佐崎線 佐崎橋 橋梁 修繕
琴浦町 琴浦町 杉地金見線 上法万橋 橋梁 修繕
琴浦町 琴浦町 坂ノ上線 坂ノ上橋 橋梁 修繕
琴浦町 琴浦町 釈迦平線 釈迦平橋 橋梁 修繕
琴浦町 琴浦町 立子大熊線 成美橋（下り） 橋梁 修繕
琴浦町 琴浦町 立子大熊線 成美橋（上り） 橋梁 修繕
琴浦町 琴浦町 八橋小通学道線 ゴリン橋 橋梁 更新
琴浦町 点検計画

北栄町橋梁長寿命化修繕計画
北栄町 北栄町 町道下種今在家線 松垣橋 橋梁 修繕
北栄町 北栄町 町道西園国道線 西の橋 橋梁 修繕
北栄町 北栄町 町道松神国坂線 浜川橋２ 橋梁 修繕
北栄町 北栄町 町道米里曲線 島沢橋 橋梁 修繕
北栄町 北栄町 町道ハトマ南線 駅南歩道橋 橋梁 修繕
北栄町 北栄町 町道下神江北浜線 放水路６号橋 橋梁 修繕
北栄町 北栄町 町道江北西新田場線 畑ケ田橋 橋梁 修繕
北栄町 北栄町 町道松神國坂線 無名橋５ 橋梁 修繕
北栄町 北栄町 町道大谷新川桜池線 塚畑橋 橋梁 修繕
北栄町 北栄町 町道大谷青木線 番ノ木橋 橋梁 修繕
北栄町 北栄町 町道島中橋山鼻線 大隈小橋 橋梁 修繕
北栄町 北栄町 町道島明り隈西穂波線 前新田橋 橋梁 修繕
北栄町 北栄町 町道東園工場団地線 東園東橋 橋梁 修繕
北栄町 点検計画

日吉津村橋梁長寿命化修繕計画
日吉津村 日吉津村 村道２号線 海川排水路橋 橋梁 修繕
日吉津村 点検計画

大山町橋梁長寿命化修繕計画
大山町 大山町 倉谷真子川線 倉谷橋 橋梁 修繕
大山町 大山町 陣構木料線 豊成橋 橋梁 修繕
大山町 大山町 栃原旧名和線 旧奈和橋 橋梁 修繕
大山町 大山町 妻木寺坂線 寺坂上橋 橋梁 修繕
大山町 大山町 小竹真子川線 小竹橋2 橋梁 修繕
大山町 大山町 松河原名和線 真無橋 橋梁 修繕
大山町 大山町 荘田平線 平下橋 橋梁 修繕
大山町 大山町 冨長大雀線 大雀橋1 橋梁 修繕
大山町 大山町 冨長大雀線 大雀橋2 橋梁 修繕
大山町 大山町 門前茶畑線 門前茶畑2橋 橋梁 修繕
大山町 点検計画

南部町橋梁長寿命化修繕計画
南部町 南部町 下阿賀旧県道線 無名橋２２ 橋梁 修繕
南部町 南部町 鎌倉線 無名橋１５ 橋梁 修繕
南部町 南部町 原・長田線 北方橋 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
鳥取県

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

南部町 南部町 原・長田線 無名橋３４ 橋梁 修繕
南部町 南部町 江原・八金・馬佐良線 無名橋８ 橋梁 修繕
南部町 南部町 高姫井上線 坂ノ前橋 橋梁 修繕
南部町 南部町 笹畑線 笹畑橋 橋梁 修繕
南部町 南部町 山王橋線 山王橋 橋梁 修繕
南部町 南部町 上阿賀旧県道線 無名橋２９ 橋梁 修繕
南部町 南部町 上谷線 上谷橋 橋梁 修繕
南部町 南部町 大河内下線 無名橋７１ 橋梁 修繕
南部町 南部町 長田線 土器セン橋 橋梁 修繕
南部町 南部町 東光寺1号線 無名橋１８ 橋梁 修繕
南部町 点検計画

伯耆町橋梁長寿命化修繕計画
伯耆町 伯耆町 三部線 三部橋 橋梁 修繕
伯耆町 伯耆町 間地１号線 間地川橋 橋梁 修繕
伯耆町 伯耆町 遠藤８号線 無名橋５ 橋梁 修繕
伯耆町 伯耆町 二部線 二部中央橋 橋梁 修繕
伯耆町 伯耆町 福吉線 中島橋 橋梁 修繕
伯耆町 伯耆町 杢田線 杢田橋 橋梁 修繕
伯耆町 点検計画

日南町橋梁長寿命化修繕計画
日南町 日南町 北の原権現線 北の原橋 橋梁 修繕
日南町 日南町 月瀬線 月瀬橋 橋梁 修繕
日南町 日南町 灰谷線 寶山橋 橋梁 修繕
日南町 日南町 坊線 坊橋 橋梁 修繕
日南町 日南町 大谷線 津山橋 橋梁 修繕
日南町 点検計画

日野町橋梁長寿命化修繕計画
日野町 日野町 横路線 堂坂橋 橋梁 修繕
日野町 日野町 黒谷２号線 黒谷３号橋 橋梁 修繕
日野町 日野町 濁谷滝山線 こぶし橋 橋梁 修繕
日野町 点検計画

江府町橋梁長寿命化修繕計画
江府町 江府町 町道荒田半ノ上武庫線 荒田大橋 橋梁 修繕
江府町 江府町 町道荒田半ノ上武庫線 荒田西橋 橋梁 修繕
江府町 江府町 町道荒田半ノ上武庫線 家の前橋 橋梁 修繕
江府町 江府町 町道荒田三谷線 鍛冶屋橋 橋梁 修繕
江府町 江府町 町道池ノ内1号線 足谷橋 橋梁 修繕
江府町 江府町 町道池ノ内湖岸線 高谷橋 橋梁 修繕
江府町 江府町 町道入江白住線 夜振橋 橋梁 修繕
江府町 江府町 町道岩谷線 岩小屋橋 橋梁 修繕
江府町 江府町 町道江尾貝田三ノ沢線 貝田原橋 橋梁 修繕
江府町 江府町 町道江尾貝田三ノ沢線 貝田橋 橋梁 修繕
江府町 江府町 町道江尾貝田三ノ沢線 奥河原橋 橋梁 修繕
江府町 江府町 町道江尾久連大谷線 大谷影山橋 橋梁 修繕
江府町 江府町 町道江尾久連大谷線 奥継岩橋 橋梁 修繕
江府町 江府町 町道江尾久連大谷線 久連橋歩道橋 橋梁 修繕
江府町 江府町 町道江尾久連大谷線 久連橋 橋梁 修繕
江府町 江府町 町道江尾杉谷美用原線 大滝橋 橋梁 修繕
江府町 江府町 町道江尾杉谷美用原線 三石橋 橋梁 修繕
江府町 江府町 町道江尾杉谷美用原線 杉谷橋 橋梁 修繕
江府町 江府町 町道江尾杉谷美用原線 せせらぎ橋 橋梁 修繕
江府町 江府町 町道江尾杉谷美用原線 分田橋 橋梁 修繕
江府町 江府町 町道江尾町内３号線 中坂谷橋 橋梁 修繕
江府町 江府町 町道江尾本町停車場線 奥市橋 橋梁 修繕
江府町 江府町 町道大河内線 大河内橋 橋梁 修繕
江府町 江府町 町道大河内線 助沢橋 橋梁 修繕
江府町 江府町 町道大河原1号線 須郷橋 橋梁 修繕
江府町 江府町 町道尾上原2号線 地下中橋 橋梁 修繕
江府町 江府町 町道柿原袋原線 柿原三谷大橋 橋梁 修繕
江府町 江府町 町道柿原袋原線 久那谷橋 橋梁 修繕
江府町 江府町 町道柿原袋原線 第２久那谷橋 橋梁 修繕
江府町 江府町 町道柿原袋原線 第３久那谷橋 橋梁 修繕
江府町 江府町 町道久連川平線 川平橋 橋梁 修繕
江府町 江府町 町道久連川平線 美女石橋 橋梁 修繕
江府町 江府町 町道下蚊屋2号線 本谷橋 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
鳥取県

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

江府町 江府町 町道下蚊屋線 下蚊屋橋 橋梁 修繕
江府町 江府町 町道佐川1号線 吾妻橋 橋梁 修繕
江府町 江府町 町道佐川４号線 無名橋2 橋梁 修繕
江府町 江府町 町道佐川柿原西成線 上柿原上橋 橋梁 修繕
江府町 江府町 町道佐川柿原西成線 下貝市橋 橋梁 修繕
江府町 江府町 町道佐川柿原西成線 下柿原橋 橋梁 修繕
江府町 江府町 町道佐川久連線 鉄穴橋 橋梁 修繕
江府町 江府町 町道下安井大橋線 下安井大橋 橋梁 修繕
江府町 江府町 町道洲河崎1号線 宮田橋 橋梁 修繕
江府町 江府町 町道洲河崎下安井線 下安井橋 橋梁 修繕
江府町 江府町 町道洲河崎下安井線 洲河崎橋 橋梁 修繕
江府町 江府町 町道半ノ上宮ノ前線 宮ノ前橋 橋梁 修繕
江府町 江府町 町道古屋敷線 古屋敷橋 橋梁 修繕
江府町 江府町 町道南谷線 奥南谷橋 橋梁 修繕
江府町 江府町 町道宮市貝田線 貝田大橋（１号橋） 橋梁 修繕
江府町 江府町 町道宮市貝田線 宮市大橋（２号橋） 橋梁 修繕
江府町 江府町 町道宮市杉谷線 尻振橋 橋梁 修繕
江府町 江府町 町道宮市杉谷線 宮ノ谷橋 橋梁 修繕
江府町 江府町 町道宮ノ段小江尾線 上小江尾橋 橋梁 修繕
江府町 江府町 町道宮ノ段小江尾線 無名橋１ 橋梁 修繕
江府町 江府町 町道美用栗尾線 栗尾橋 橋梁 修繕
江府町 江府町 町道吉原御机線 三机橋 橋梁 修繕
江府町 江府町 町道吉原御机線 須郷橋 橋梁 修繕
江府町 江府町 町道岩谷線 余市橋 橋梁 修繕
江府町 江府町 町道荒田三谷線 麻畑尻橋 橋梁 修繕
江府町 江府町 町道荒田三谷線 魚切橋 橋梁 修繕
江府町 江府町 町道荒田三谷線 牛淵橋 橋梁 修繕
江府町 江府町 町道荒田三谷線 車小屋橋 橋梁 修繕
江府町 江府町 町道佐川2号線 佐川2号1号橋 橋梁 修繕
江府町 江府町 町道佐川2号線 佐川2号2号橋 橋梁 修繕
江府町 点検計画

江府町トンネル長寿命化修繕計画
江府町 江府町 町道池ノ内湖岸線 湖岸トンネル トンネル 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：鳥取県 単位：百万円

ふるさとの森リノベーション計画 八頭町 5

森林の恩恵を活かしたまちづくり計画 智頭町 5

若桜町の森林資源を活用したまちづくり計画 若桜町 1

　小　計 11

※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



鳥 取 県

水管理・国土保全局



令和４年度当初予算　河川事業（直轄・鳥取県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

斐伊川 斐伊川 一般河川改修事業 1,629　
《鳥取
とっとり

県
けん

》境港
さかいみなと

市
　　　し

《島根
しまね

県
けん

》松江
まつえ

市
し

日野川 日野川 一般河川改修事業 215　 伯耆町
ほうきちょう

天神川 天神川 一般河川改修事業 190　 倉
くら

吉
よし

市
　し

千代川 千代川 一般河川改修事業 105　 鳥取
とっとり

市
し

日野川 日野川 河川工作物関連応急対策事業 46　 伯耆町
ほうきちょう

天神川 天神川 河川工作物関連応急対策事業 20　 倉
くら

吉
よし

市
　し

千代川 千代川 河川工作物関連応急対策事業 25　

斐伊川 総合水系環境整備事業 613　
《鳥取県
とっとりけん

》米子
よなご

市
し

《島根県
しまねけん

》松江
まつえ

市
し

、安来
やすぎ

市
し

、雲南
うんなん

市
　し

日野川 総合水系環境整備事業 104　 米子
よなご

市
し

千代川 総合水系環境整備事業 12　 鳥取
とっとり

市
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・鳥取県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

日野川 水貫川 大規模特定河川事業 96　 米子市
よ な ご し

千代川 大路川 大規模特定河川事業 260　 鳥取市
と っ と り し

千代川 砂田川 大規模特定河川事業 16　 鳥取市
と っ と り し

千代川 私都川 大規模特定河川事業 354　 八頭
や ず

町
ちょう

塩見川 塩見川 大規模特定河川事業 232　 鳥取市
と っ と り し

橋津川 橋津川 河川メンテナンス事業 34　 ※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・鳥取県）

※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

鳥取県 湯梨浜町
ゆりはまちょう

橋津川 橋津川 橋津川水門

特定構造物更新事業



令和４年度当初予算　ダムメンテナンス事業（補助・鳥取県）

（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 鳥取市、湯梨浜町、南部町 152 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・鳥取県）

別　　　紙

実施主体 市町村名 水系名 河川名 ダム名

鳥取市 千代川 佐治川 佐治川ダム

湯梨浜町 橋津川 宇坪谷川 東郷ダム

南部町 日野川 法勝寺川 賀祥ダム

鳥取県



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

だいせんさんけい（てんじんがわ） てんじんがわ しゃくたにかわ あながもよんごうさぼうえんてい とうはくぐん みささちょう あながも

倉吉河川国道 火山砂防 大山山系（天神川） 天神川 尺谷川 穴鴨４号砂防堰堤 東伯郡 三朝町 穴鴨 砂防堰堤工 481
だいせんさんけい（てんじんがわ） てんじんがわ おしかがわ にしおさぼうえんてい とうはくぐん みささちょう にしお

大山山系（天神川） 天神川 小鹿川 西尾砂防堰堤 東伯郡 三朝町 西尾 砂防堰堤工 157
だいせんさんけい（てんじんがわ） てんじんがわ しもすけだにがわ しもすけだにさぼうえんてい とうはくぐん みささちょう すけだに

大山山系（天神川） 天神川 下助谷川 下助谷砂防堰堤 東伯郡 三朝町 助谷 砂防堰堤工 1
だいせんさんけい（てんじんがわ） てんじんがわ くりそたにがわ くりそたにさぼうえんてい とうはくぐん みささちょう きじやま

大山山系（天神川） 天神川 栗祖谷川 栗祖谷砂防堰堤 東伯郡 三朝町 木地山 砂防堰堤工 3

合計 4 箇所 642

令和４年度　直轄砂防事業箇所別調書（鳥取県　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

だいせんさんけい（ひのがわ） ひのがわ ふなたにかわ みようさぼうえんてい ひのぐん こうふちょう みよう

日野川河川 火山砂防 大山山系（日野川） 日野川 船谷川 美用砂防堰堤 日野郡 江府町 美用 砂防堰堤工 225
だいせんさんけい（ひのがわ） ひのがわ おおえがわ そえだににごうさぼうえんてい さいはくぐん ほうきちょう そえだに

大山山系（日野川） 日野川 大江川 添谷２号砂防堰堤 西伯郡 伯耆町 添谷 砂防堰堤工 267
だいせんさんけい（ひのがわ） ひのがわ おおえがわ うえのさぼうえんてい さいはくぐん ほうきちょう うえの

大山山系（日野川） 日野川 大江川 上野砂防堰堤 西伯郡 伯耆町 上野 砂防堰堤工 11
だいせんさんけい（ひのがわ） ひのがわ ふなたにかわ みつくえさんごうさぼうえんてい ひのぐん こうふちょう みつくえ

大山山系（日野川） 日野川 船谷川 御机３号砂防堰堤 日野郡 江府町 御机 砂防堰堤工 17

合計 4 箇所 520

令和４年度　直轄砂防事業箇所別調書（鳥取県　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）

大規模特定 せんだいがわ ほのみがわ やずぐん ちづちょう ほのみ さぼうえんていこう

砂防等事業 千代川 穂見川 八頭郡 智頭町 穂見 砂防堰堤工 25
せんだいがわ えなみたにかわ やずぐん わかさちょう よしかわ さぼうえんていこう

千代川 江浪谷川 八頭郡 若桜町 吉川 砂防堰堤工 3
ひのがわ こくぞうたにかわ ひのぐん にちなんちょう やと さぼうえんていこう

日野川 虚空蔵谷川 日野郡 日南町 矢戸 砂防堰堤工 33
ひのがわ ひのつめかわ ひのぐん こうふちょう またの さぼうえんていこう

日野川 日の詰川 日野郡 江府町 俣野 砂防堰堤工 80

かせちがわ かせちがわ とうはくぐん ことうらちょう のいぐら さぼうえんていこう

加勢蛇川 加勢蛇川 東伯郡 琴浦町 野井倉 砂防堰堤工 1

さだがわ さだがわ さいはくぐん ほうきちょう まるやま さぼうえんていこう

佐陀川 佐陀川 西伯郡 伯耆町 丸山 砂防堰堤工 5

小計 6箇所 147

事業間連携 せんだいがわ やまのたにがわ とっとりし もちがせちょうべふ さぼうえんていこう

砂防等事業 千代川 山ノ谷川 鳥取市 用瀬町別府 砂防堰堤工 80
せんだいがわ みやのたにがわ とっとりし しもだん さぼうえんていこう

千代川 宮ノ谷川 鳥取市 下段 砂防堰堤工 5

せんだいがわ おんたにがわ とっとりし かみすなみ さぼうえんていこう

千代川 音谷川 鳥取市 上砂見 砂防堰堤工 2

せんだいがわ たんぼうがわ とっとりし こうち さぼうえんていこう

千代川 丹防川 鳥取市 河内 砂防堰堤工 10

せんだいがわ こすぎたにがわ とっとりし こくふちょうあめだき さぼうえんていこう

千代川 小杉谷川 鳥取市 国府町雨滝 砂防堰堤工 30

せんだいがわ こうちにしたにかわ とっとりし こうち さぼうえんていこう

千代川 河内西谷川 鳥取市 河内 砂防堰堤工 30

せんだいがわ わじたにがわ とっとりし こくふちょうわじ さぼうえんていこう

千代川 上地谷川 鳥取市 国府町上地 砂防堰堤工 10
せんだいがわ みやつかたにがわ やずぐん ちづちょう ちづ さぼうえんていこう

千代川 宮塚谷川 八頭郡 智頭町 智頭 砂防堰堤工 27

せんだいがわ はやしのたにかわ やずぐん やずちょう いわぶち さぼうえんていこう

千代川 林ノ谷川 八頭郡 八頭町 岩淵 砂防堰堤工 2.3
せんだいがわ つつみたにがわ やずぐん やずちょう いわぶち さぼうえんていこう

千代川 ツツミ谷川 八頭郡 八頭町 岩淵 砂防堰堤工 40
せんだいがわ たかみやだにがわ やずぐん やずちょう くさかべ さぼうえんていこう

千代川 高宮谷川 八頭郡 八頭町 日下部 砂防堰堤工 80

せんだいがわ すぎがたにがわ やずぐん やずちょう いけだ さぼうえんていこう

千代川 杉ヶ谷川 八頭郡 八頭町 池田 砂防堰堤工 20

せんだいがわ うえだがわ やずぐん ちづちょう あしづ さぼうえんていこう

千代川 上田川 八頭郡 智頭町 芦津 砂防堰堤工 10
せんだいがわ てらたにがわ やずぐん やずちょう いわぶち さぼうえんていこう

千代川 寺谷川 八頭郡 八頭町 岩淵 砂防堰堤工 10

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（鳥取県　1/4）

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 てんじんがわ しもそうげんじたにがわ とうはくぐん みささちょう そうげんじ さぼうえんていこう

砂防等事業 天神川 下曹源寺谷川 東伯郡 三朝町 曹源寺 砂防堰堤工 40

てんじんがわ くろかわたにかわ とうはくぐん みささちょう さかもと さぼうえんていこう

天神川 黒川谷川 東伯郡 三朝町 坂本 砂防堰堤工 30
てんじんがわ おおたにがわ とうはくぐん みささちょう みとく さぼうえんていこう

天神川 大谷川 東伯郡 三朝町 三徳 砂防堰堤工 30
ひのがわ かみさこかわ さいはくぐん なんぶちょう なか さぼうえんていこう

日野川 上サコ川 西伯郡 南部町 中 砂防堰堤工 65
ひのがわ たけおうだにがわ さいはくぐん ほうきちょう ふくしま さぼうえんていこう

日野川 武王谷川 西伯郡 伯耆町 福島 砂防堰堤工 7
ひのがわ もりわきがわ さいはくぐん ほうきちょう はたいけ さぼうえんていこう

日野川 森脇川 西伯郡 伯耆町 畑池 砂防堰堤工 0.1

ひのがわ うしのおかわ ひのぐん にちなんちょう かすみ さぼうえんていこう

日野川 牛ノ尾川 日野郡 日南町 霞 砂防堰堤工 4
ひのがわ きつねさこ ひのぐん にちなんちょう まるやま さぼうえんていこう

日野川 狐﨏 日野郡 日南町 丸山 砂防堰堤工 30
ひのがわ あらたかわ ひのぐん こうふちょう あらた さぼうえんていこう

日野川 荒田川 日野郡 江府町 荒田 砂防堰堤工 65

ひのがわ ひがしやまかわ ひのぐん にちなんちょう みやうち さぼうえんていこう

日野川 東山川 日野郡 日南町 宮内 砂防堰堤工 60

ひのがわ おのうえはらかわ ひのぐん こうふちょう またの さぼうえんていこう

日野川 尾上原川 日野郡 江府町 俣野 砂防堰堤工 50

ひのがわ しょうぶだにがわ ひのぐん こうふちょう すがさき さぼうえんていこう

日野川 ショウブ谷川 日野郡 江府町 洲河崎 砂防堰堤工 32

ひのがわ ふるかわたにかわ ひのぐん ひのちょう かみすげ さぼうえんていこう

日野川 古川谷川 日野郡 日野町 上菅 砂防堰堤工 10

ひのがわ やまのかみたにがわ ひのぐん こうふちょう むこ さぼうえんていこう

日野川 山ノ神谷川 日野郡 江府町 武庫 砂防堰堤工 45

かちべがわ けんじょうじたにかわ とっとりし あおやちょうかみや さぼうえんていこう

勝部川 見生寺谷川 鳥取市 青谷町紙屋 砂防堰堤工 60

かちべがわ たけうちだにがわ とっとりし あおやちょうかみや さぼうえんていこう

勝部川 竹内谷川 鳥取市 青谷町紙屋 砂防堰堤工 2

しおみがわ みやのおくかわ とっとりし ふくべちょうやだに さぼうえんていこう

塩見川 宮の奥川 鳥取市 福部町箭渓 砂防堰堤工 3

はしづがわ かわかみかわ とうはくぐん ゆりはまちょう あさばたけ さぼうえんていこう

橋津川 川上川 東伯郡 湯梨浜町 麻畑 砂防堰堤工 30

うだがわ にしはらいち よなごし よどえちょうにしはら さぼうえんていこう

宇田川 西原ⅰ 米子市 淀江町西原 砂防堰堤工 10

小計 33箇所 929.4

39箇所 1,076.4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（鳥取県　2/4）

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 さんぶちく　ほか さいはくぐん　ほか ほうきちょう　ほか さんぶ　ほか ろうきゅうかたいさく

事業 三部地区　外 西伯郡　外 伯耆町　外 三部　外 老朽化対策 166

１箇所 166
※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（鳥取県　3/4）

事業区分 水系名
渓流名
箇所名

所在地



※計画策定のみの箇所は記載していない

施設名 構造物種別 事業種別

とっとりし のみたにかわ　ほか のみたにかわさぼうえんてい　とう

鳥取県 鳥取市 呑谷川　外 呑谷川砂防堰堤　等 砂防堰堤工　等 改築　等
やずぐんやずちょう ほそみがわ　ほか ほそみがわさぼうえんてい　とう

八頭郡八頭町 細見川　外 細見川砂防堰堤　等 砂防堰堤工　等 修繕
やずぐんわかさちょう すすみかわ　ほか すすみかわさぼうえんてい　とう

八頭郡若桜町 須澄川　外 須澄川砂防堰堤　等 砂防堰堤工　等 改築　等
やずぐんちづちょう おくもとがわ おくもとがわさぼうえんてい

八頭郡智頭町 奥本川 奥本川砂防堰堤 砂防堰堤工　等 修繕
とうはくぐんみささちょう つがかわ つがかわさぼうえんてい

東伯郡三朝町 笏賀川 笏賀川砂防堰堤 砂防堰堤工　等 修繕
よなごし しょうじんかわ しょうじんがわさぼうえんてい

米子市 精進川 精進川砂防堰堤 砂防堰堤工　等 修繕
さいはくぐんだいせんちょう あみだがわ あみだがわさぼうえんてい

西伯郡大山町 阿弥陀川 阿弥陀川砂防堰堤 砂防堰堤工　等 修繕
ひのぐんにちなんちょう はぎやまかわ はぎやまかわさぼうえんてい

日野郡日南町 萩山川 萩山川砂防堰堤 砂防堰堤工　等 修繕
さいはくぐんほうきちょう さんぶちく さんぶちくきゅうけいしゃちほうかいぼうししせつ

西伯郡伯耆町 三部地区 三部地区急傾斜地崩壊防止施設 擁壁工　等 改築

令和４年度　当初予算　砂防メンテナンス事業箇所表（鳥取県　4/4）

事業主体名 市町村名
渓流名
箇所名



中国地方整備局（鳥取県） （単位：百万円）

海岸保全施設整備事業 皆生海岸 米子市
よ な ご し

225

鳥取県　計 225

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



鳥取県 （単位：百万円）

海岸メンテナンス事業 名和海岸 大山町
だいせんちょう

44 ※個別内容については、別紙参照

鳥取県　計 44

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・鳥取県）

※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

鳥取県 大山町 名和海岸メンテナンス事業 護岸根固工



鳥　取　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　 鳥取県

（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

22,000

境港市 境港市 新規 市内全域 1/2 11,000 都市空間情報デジタル基盤構築支援事業

22,000

合計 11,000

内示額について、下段を国費とする。



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:鳥取県 (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 鳥取県 鳥取県無電柱化推進計画事業 44
(国)181号(博労町～道笑町工区)〔米子市〕、(主)倉吉
青谷線(八屋～山根工区)〔倉吉市〕、(一)大山寺岸本
線(小林工区)〔伯耆町〕



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:鳥取県 (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） 鳥取県 鳥取県通学路緊急対策推進計画 1,887

稲葉山小学校、岩倉小学校、宮ノ下小学校、湖山西
小学校、江山学園、修立小学校、美保小学校、浜坂
小学校、加茂小学校、就将小学校、住吉小学校、福
生東小学校、福米東小学校、箕蚊屋小学校、高城小
学校、社小学校、小鴨小学校、岩美北小学校、智頭
小学校、郡家西小学校、船岡小学校、八東小学校、
東郷小学校、浦安小学校、大栄小学校、日吉津小学
校、大山西小学校、名和小学校、西伯小学校、二部
小学校、八郷小学校、江府小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 鳥取市 鳥取県鳥取市通学路緊急対策推進計画 73 宮ノ下小学校、浜坂小学校、米里小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 米子市 鳥取県米子市通学路緊急対策推進計画 132 加茂小学校、伯仙小学校、箕蚊屋小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 倉吉市 鳥取県倉吉市通学路緊急対策推進計画 57 小鴨小学校、成徳小学校、西郷小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 境港市 鳥取県境港市通学路緊急対策推進計画 3 外江小学校、上道小学校、渡小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 岩美町 鳥取県岩美町通学路緊急対策推進計画 4 岩美北小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 智頭町 鳥取県智頭町通学路緊急対策推進計画 59 智頭小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 琴浦町 鳥取県琴浦町通学路緊急対策推進計画 28 八橋小学校



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:鳥取県 (単位: 百万円) 

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

交通安全対策（通学路緊急対策） 北栄町 鳥取県北栄町通学路緊急対策推進計画 51 大栄小学校、北条小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 日吉津村 鳥取県日吉津村通学路緊急対策推進計画 10 日吉津小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 大山町 鳥取県大山町通学路緊急対策推進計画 38 名和小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 南部町 鳥取県南部町通学路緊急対策推進計画 47 会見小学校、西伯小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 伯耆町 鳥取県伯耆町通学路緊急対策推進計画 55 岸本小学校、溝口小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 江府町 鳥取県江府町通学路緊急対策推進計画 1 江府小学校



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:鳥取県

整備計画名 要素事業名 市町村名 事業主体

（主）鳥取河原線　倭文２工区 鳥取市 鳥取県

（一）三代寺宮下線ほか　中郷・町屋工区 鳥取市 鳥取県

（一）若葉台東町線　修立工区 鳥取市 鳥取県

（一）鳥取国府線　卯垣工区 鳥取市 鳥取県

（一）鳥取砂丘線　浜坂工区 鳥取市 鳥取県

（一）八坂鳥取停車場線　吉成～富安工区 鳥取市 鳥取県

（都）大工町土居叶線 鳥取市 鳥取県

（都）美萩野覚寺線　鳥大前工区 鳥取市 鳥取県

（都）立川甑山線　卯垣工区 鳥取市 鳥取県

（都）立川甑山線　岩倉工区Ⅰ期 鳥取市 鳥取県

（主）米子境港線　旗ヶ崎工区 米子市 鳥取県

（一）皆生車尾線　福生工区 米子市 鳥取県

（一）東福原樋口線　東福原工区 米子市 鳥取県

（一）米子環状線　口陰田工区 米子市 鳥取県

（一）米子丸山線　浦津工区 米子市 鳥取県

（一）米子丸山線　下新印２工区 米子市 鳥取県

（一）米子丸山線　下新印工区 米子市 鳥取県

（一）両三柳西福原線　両三柳工区 米子市 鳥取県

（都）両三柳中央線ほか 1路線 米子市 鳥取県

（主）倉吉福本線　長坂町工区 倉吉市 鳥取県

（一）上大立大栄線　横手工区 倉吉市 鳥取県

（一）倉吉環状線　不入岡工区 倉吉市 鳥取県

（一）倉吉東伯線　国府工区 倉吉市 鳥取県

（一）倉吉東伯線　福守町工区 倉吉市 鳥取県

（一）岩美停車場河崎線　浦富・新井工区 岩美町 鳥取県

（一）網代港岩美停車場線　浦富２工区 岩美町 鳥取県

（一）網代港岩美停車場線　浦富４工区 岩美町 鳥取県

（主）津山智頭八東線　坂原工区 智頭町 鳥取県

（主）津山智頭八東線　中島工区 智頭町 鳥取県

一般国道482号　福井工区 八頭町 鳥取県

（一）河原郡家線　福本工区 八頭町 鳥取県

（一）才代船岡線　横田工区 八頭町 鳥取県

（一）才代船岡線　才代工区 八頭町 鳥取県

（一）長和田羽合線　門田橋工区 湯梨浜町 鳥取県

（一）倉吉東伯線　丸尾～保工区 琴浦町 鳥取県

（一）羽合東伯線　由良宿工区 北栄町 鳥取県

（一）上大立大栄線　六尾工区 北栄町 鳥取県

（一）日吉津伯耆大山停車場線　日吉津工区 日吉津村 鳥取県

（一）旧奈和西坪線　みどり区工区 大山町 鳥取県

（一）旧奈和西坪線　名和工区 大山町 鳥取県

（一）大山口停車場線　末長１工区 大山町 鳥取県

（一）大山淀江インター線　末長２工区 大山町 鳥取県

一般国道180号　西伯小入口工区 南部町 鳥取県

一般国道180号　能竹工区 南部町 鳥取県

一般国道180号　法勝寺工区 南部町 鳥取県

（主）日野溝口線　西畑池工区 伯耆町 鳥取県

（主）日野溝口線　畑池工区 伯耆町 鳥取県

（一）米子丸山線　須村工区 伯耆町 鳥取県

一般国道181号　武庫１工区 江府町 鳥取県

一般国道181号　武庫２工区 江府町 鳥取県

（市）広西１号線 鳥取市 鳥取市

（市）中大路雲山線 鳥取市 鳥取市

（市）丸山浜坂1号線 鳥取市 鳥取市

鳥取県通学路緊急対策推進計画

鳥取県鳥取市通学路緊急対策推進計画



令和４年度　当初予算　箇所表 参 考

※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成 

都道府県名:鳥取県

整備計画名 要素事業名 市町村名 事業主体

（市）安倍三柳線　２工区 米子市 米子市

（市）日野川右岸堤線 米子市 米子市

（市）尾高岡成赤松線 米子市 米子市

（市）大原山根線 倉吉市 倉吉市

（市）下大江5号線 倉吉市 倉吉市

（市）堺町3丁目1号線・（市）堺町3丁目2号線 倉吉市 倉吉市

（市）内浜線 境港市 境港市

（市）渡96号線 境港市 境港市

（市）岬町中野線 境港市 境港市

鳥取県岩美町通学路緊急対策推進計画 （町）中道線 岩美町 岩美町

（町）関屋黒本線 智頭町 智頭町

（町）源平線 智頭町 智頭町

（町）三田中田線 智頭町 智頭町

鳥取県琴浦町通学路緊急対策推進計画 （町）八橋小学校線 琴浦町 琴浦町

（町）大栄小中学校線 北栄町 北栄町

（町）大栄小中学校線、（市）別所東峯線 北栄町 北栄町

（町）國坂國坂浜線、（町）國坂四ツ筋線 北栄町 北栄町

（町）松神国坂線 北栄町 北栄町

（町）松神國坂線　松神工区 北栄町 北栄町

（町）大縄手線 北栄町 北栄町

（町）東園村中道線ほか１路線 北栄町 北栄町

（町）六尾大谷線　大谷工区 北栄町 北栄町

（町）六尾大谷線　由良工区 北栄町 北栄町

鳥取県日吉津村通学路緊急対策推進計画 （村）宮川北線 日吉津村 日吉津村

鳥取県大山町通学路緊急対策推進計画 （町）下坪田山村線 大山町 大山町

（町）阿賀東西町線 南部町 南部町

（町）原奥絹屋線　口絹屋・西工区 南部町 南部町

（町）浅井縄平線 南部町 南部町

（町）宮前諸木1号線 南部町 南部町

（町）三本木小学校線ほか６路線 南部町 南部町

（町）諸木線支-3 南部町 南部町

（町）清水線 南部町 南部町

（町）駅前河岡線 伯耆町 伯耆町

（町）立岩林ヶ原線 伯耆町 伯耆町

（町）吉長遠藤線 伯耆町 伯耆町

（町）溝口中央線 伯耆町 伯耆町

鳥取県江府町通学路緊急対策推進計画 （町）武庫1号線　武庫地区2 江府町 江府町

鳥取県智頭町通学路緊急対策推進計画

鳥取県北栄町通学路緊急対策推進計画

鳥取県南部町通学路緊急対策推進計画

鳥取県伯耆町通学路緊急対策推進計画

鳥取県米子市通学路緊急対策推進計画

鳥取県倉吉市通学路緊急対策推進計画

鳥取県境港市通学路緊急対策推進計画



鳥 取 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 鳥取県
地区名 事業名 事業費 備考

鳥取市 空き家対策総合支援事業 6,700
米子市 空き家対策総合支援事業 11,030
倉吉市 空き家対策総合支援事業 86,600
境港市 空き家対策総合支援事業 18,000
岩美町 空き家対策総合支援事業 4,600
若桜町 空き家対策総合支援事業 7,500
智頭町 空き家対策総合支援事業 1,200
八頭町 空き家対策総合支援事業 12,380
三朝町 空き家対策総合支援事業 6,000
湯梨浜町 空き家対策総合支援事業 38,132
琴浦町 空き家対策総合支援事業 19,386
北栄町 空き家対策総合支援事業 8,400
大山町 空き家対策総合支援事業 1,000
日南町 空き家対策総合支援事業 3,900
江府町 空き家対策総合支援事業 1,000

225,828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 鳥取県
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 15,410
15,410合計



港 湾 局

(単位：百万円)

事業区分 区分別事業費

鳥取県
鳥取県
鳥取県重 要 港 湾 鳥 取 鳥 取 県 小 計 342
鳥取県 直 轄 250
鳥取県 補 助 92
鳥取県
鳥取県 境 境 港 小 計 370
鳥取県 管 理 組 合 直 轄 350
鳥取県 補 助 20
鳥取県
鳥取県地 方 港 湾 米 子 鳥 取 県 小 計 147
鳥取県 補 助 147
鳥取県
鳥取県統 合 補 助 統 合 補 助 鳥 取 県 小 計 108
鳥取県 補 助 108
鳥取県
鳥取県

統合補助(境
港管理組合)

境 港 小 計 264
鳥取県 管 理 組 合 補 助 264
鳥取県
鳥取県

1,231
※境港管理組合の事業については、鳥取県と島根県の両県に記載している。

鳥 取 県

令 和 ４ 年 度　 港 湾 整 備 事 業 予 算 

港　　格　　等 港　　名

令和4年度事業費

摘　　要

合　　　　計

港湾管理者



港 湾 局

(単位：百万円)

老 朽 化 対 策 石 脇 鳥 取 県 小 計 60

補 助 60

長寿命化計画 鳥 取 県 小 計 6

補 助 6

66

鳥 取 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
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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

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
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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

鳥取県 （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 鳥取第２地方合同庁舎 鳥取市 46 長寿命化（外壁改修、屋根改修、建具改修、

自家発電設備改修、給排水設備改修）

合　　計 46



令和４年度当初予算　社会資本整備総合交付金の配分

（鳥取県）
社会資本整備総合交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

港湾施設の利用促進・物流機能
向上（通常）

鳥取県 27,000 

17　交通の円滑化による地域活
性化支援（Ⅱ期）

鳥取県 200,646 

１８　市町村道における安心で
快適な生活道路の整備　（Ⅱ
期）

鳥取市,米子市,倉吉市,境港市,岩美町,若桜
町,智頭町,八頭町,湯梨浜町,琴浦町,北栄
町,大山町,南部町,日南町,日野町,江府町,
三朝町,鳥取県

201,154 

山陰海岸ジオパーク圏域３府県
周遊観光活性化計画

鳥取県 188,100 

中国山地の豊かな自然を活かし
た広域周遊観光活性化計画

鳥取県 323,100 

山陰海岸ジオパーク圏域３府県
周遊観光活性化計画（重点）

鳥取県 103,950 

鳥取県社会資本総合整備計画
（地域住宅計画Ⅳ期）

鳥取県 655,499 

鳥取県の下水道における総合的
な安心・安全対策の推進

鳥取市,倉吉市,若桜町,湯梨浜町,米子市,岩
美町,琴浦町

128,449 

鳥取県における流域一体となっ
た総合的な水域の安全・安心対
策の推進（重点計画）

鳥取市,倉吉市,琴浦町,米子市,境港市,若桜
町,江府町,鳥取県,八頭町,北栄町

676,135 

港湾施設の利用促進・物流機能
向上（重点）

鳥取県,境港管理組合（鳥取） 69,000 

鳥取市における安全で安心なゆ
とりある住環境の整備（地域住
宅計画Ⅲ期）（重点）

鳥取市 287,335 

鳥取市における安全で安心なゆ
とりある住環境の整備（地域住
宅計画Ⅲ期）

鳥取市 37,340 

鳥取市（鹿野地域）における安
全で安心なゆとりある住環境の
整備

鳥取市 1,011 



（鳥取県）
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

米子市社会資本総合整備計画
（地域住宅計画Ⅳ期）

米子市 76,637 

米子港周辺地区都市再生整備計
画

米子市 52,400 

角盤町周辺地区都市再生整備計
画

米子市 11,400 

皆生温泉地区における海辺と調
和した温泉情緒の創出による街
なみの形成

米子市 116,413 

倉吉打吹地区における住環境の
整備とまちなみの保存・活用の
推進

倉吉市 2,533 

倉吉市社会資本総合整備計画
（地域住宅計画Ⅳ期）（重点）

倉吉市 15,327 

倉吉市社会資本総合整備計画
（地域住宅計画Ⅳ期）

倉吉市 5,661 

水木しげるロード地区における
妖怪に逢える街なみの形成

境港市 40,208 

境港市社会資本総合整備計画
（地域住宅計画Ⅳ期）

境港市 158,393 

境港市社会資本総合整備計画
（重点）（地域住宅計画Ⅳ期）

境港市 78,205 

岩美町社会資本総合整備計画
（地域住宅計画Ⅳ期）

岩美町 10,974 

八頭町社会資本総合整備計画
（地域住宅計画）

八頭町 36,766 

三朝町における安全で安心な住
環境の整備（地域住宅計画Ⅱ
期）

三朝町 1,648 

湯梨浜町における安全で安心な
住環境の整備（地域住宅計画・
重点）

湯梨浜町 222,474 



（鳥取県）
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

北栄町社会資本総合整備計画
（地域住宅計画Ⅱ期）

北栄町 9,304 

大山町社会資本総合整備計画
（地域住宅計画（Ⅲ期）・重
点）

大山町 206,589 

江府町社会資本総合整備計画
（地域住宅計画）

江府町 8,250 

3,951,901 

※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

（鳥取県）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

土砂災害防止法に基づく基礎調
査の推進

鳥取県 12,100 

鳥取県共生社会実現に向けた誰
もが集える安全・安心な公園づ
くり（第２期）（防災・安全）

鳥取県 60,000 

鳥取県における流域一体となっ
た総合的な水域の安全・安心対
策の推進（防災・安全）

鳥取県 292,500 

鳥取県における安全で安心でき
るまちづくりの実現（防災・安
全）Ⅱ

鳥取県,鳥取市,米子市,倉吉市,境港市,岩美
町,若桜町,智頭町,八頭町,三朝町,湯梨浜
町,琴浦町,北栄町,日吉津村,大山町,南部
町,伯耆町,日南町,日野町,江府町,鳥取県東
部広域行政管理組合,鳥取県西部広域行政管
理組合,鳥取中部ふるさと広域連合（普通会
計分）

180,159 

１６　歩行空間の確保による安
心で安全な通学路整備　（Ⅱ
期）

鳥取県,鳥取市,米子市,倉吉市,境港市,岩美
町,智頭町,湯梨浜町,琴浦町,北栄町,大山
町,南部町,伯耆町,日吉津村

244,088 

２１　国土強靱化計画に基づく
生活空間の安全確保

八頭町 26,829 

鳥取県公園施設長寿命化対策計
画（防災・安全）（重点）

鳥取県 14,000 

布勢総合運動公園陸上競技場長
寿命化対策計画（防災・安全）

鳥取県 133,960 

２０　安全で安心できる生活空
間の整備による「あんしん鳥
取」の創出（Ⅱ期）

鳥取県,鳥取市,米子市,倉吉市,境港市,岩美
町,若桜町,八頭町,湯梨浜町,琴浦町,北栄
町,大山町,南部町,伯耆町,日南町,日野町,
江府町,智頭町,三朝町

1,472,752 

鳥取県における流域一体となっ
た土砂災害対策の推進（防災・
安全）

鳥取県 758,028 

２５　国土強靱化地域計画に基
づく安全安心な地域・経済社会
の構築に向けた道路整備

鳥取県 871,459 

安全・安心な港湾整備（防災・
安全）（重点）

境港管理組合（鳥取） 12,000 

安全・安心な港湾整備（防災・
安全）

鳥取県,境港管理組合（鳥取） 203,000 



（鳥取県）
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

鳥取県の下水道における総合的
な安全・安心対策の推進（防
災・安全）

鳥取県,鳥取市,米子市,倉吉市,境港市,岩美
町,若桜町,智頭町,八頭町,三朝町,湯梨浜
町,琴浦町,北栄町,大山町,南部町,日野町,
江府町,日吉津村

938,008 

鳥取県における流域一体となっ
た総合的な水域の安全・安心対
策の推進（防災・安全）（重点
計画）

鳥取市,倉吉市,湯梨浜町,境港市,八頭町,米
子市

1,005,450 

鳥取県における流域一体となっ
た総合的な水域の安全・安心対
策の推進（防災・安全）緊急対
策

鳥取県 401,000 

土砂災害対策事業における防災
拠点等の保全及び既存施設老朽
化対策の推進（防災・安全）
（重点）

鳥取県,鳥取市 344,977 

鳥取市都市公園における安全・
安心な公園施設整備

鳥取市 50,000 

米子市公園施設長寿命化による
安全・安心の公園づくり（第３
期）

米子市 20,000 

米子市社会資本総合整備計画
（地域住宅計画Ⅳ期）（防災・
安全）

米子市 681 

24　米子駅周辺における安全・
安心な歩行空間の創出（防災・
安全）（Ⅱ期）

米子市 700,700 

米子市都市公園における安全・
安心な公園施設整備

米子市 15,050 

倉吉都市計画公園施設長寿命化
対策計画（防災・安全）【第3
期】

倉吉市 93,030 

岩美町社会資本総合整備計画
（地域住宅計画Ⅳ期）（防災・
安全）

岩美町 2,483 

湯梨浜町公園施設長寿命化対策
計画

湯梨浜町 4,000 

7,856,254 

※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


