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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：島根県 (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9号 出雲市 出雲バイパス（神立～中野東） 50

改築 国道9号 出雲市 出雲・湖陵道路 3,290

改築 国道9号 出雲市 湖陵・多伎道路 1,761

改築 国道9号 大田市 大田・静間道路 4,654

改築 国道9号 大田市 静間・仁摩道路 3,338

改築 国道9号 大田市～江津市 福光・浅利道路 2,090

改築 国道9号 浜田市～益田市 三隅・益田道路 9,844

改築 国道54号 雲南市 三刀屋拡幅 336

改築 国道191号 益田市 益田・田万川道路 68

改築 国道191号 益田市 益田西道路 300

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：島根県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

御茶屋川交差点改良（安来市） 6

峰谷交差点改良（松江市） 35

揖屋自転車歩行者道整備（松江市） 42

出雲郷東交差点改良（松江市） 15

直江交差点改良（出雲市） 15

中野町・姫原地区事故対策（出雲市） 261

仙山地区道路改良（大田市） 12

福光交差点改良（大田市） 20

浅利地区歩道整備（江津市） 10

嘉戸歩道整備（江津市） 3

江津駅前バリアフリー対策（江津市） 15

熱田事故対策（浜田市） 96

交通安全

路線名 備考

島根9号交通安全対策 1,040

安来市、松江市、
出雲市、大田市、
江津市、浜田市、
益田市

国道9号



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：島根県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費路線名 備考

岡見地区歩道整備（浜田市） 130

木部自転車歩行者道整備（益田市） 120

栄町事故対策（益田市） 260

東下歩道整備（飯南町） 10

里方自転車歩行者道整備（雲南市） 15

柳橋交差点改良（雲南市） 12

金丸団地入口交差点改良（雲南市） 51

安来市、松江市、
出雲市、大田市、
江津市、浜田市、
益田市

島根9号交通安全対策 1,040交通安全 国道9号

88交通安全 国道54号 島根54号交通安全対策飯南町、雲南市



令和４年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：島根県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

安来電線共同溝（安来市) 109

出雲郷電線共同溝（松江市) 20

竹矢電線共同溝（松江市) 20

東津田電線共同溝（松江市) 20

大田電線共同溝（大田市) 20

浅井電線共同溝（浜田市) 20

殿町電線共同溝（浜田市) 20

浜田電線共同溝（浜田市) 100

中吉田電線共同溝（益田市) 20

路線名 備考

電線共同溝 国道9号
安来市、松江市、
大田市、浜田市、
益田市

349島根9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：島根県 (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431号 松江市 松江北道路 396 境港出雲道路

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：島根県 (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191号 益田市 道川～笹倉地区 195

土砂災害対策 国道314号 雲南市 雲南 11

土砂災害対策 国道375号 美郷町 県央 8

土砂災害対策 国道431号 松江市 下宇部尾～森山地区 68

土砂災害対策 (主) 甲田作木線 邑南町 下口羽～上田地区 20

土砂災害対策 (主) 浜田八重可部線 浜田市 浜田 56

土砂災害対策 (主) 浜田作木線 邑南町 伏谷～阿須那地区 22

土砂災害対策 (主) 斐川一畑大社線 出雲市 出雲 75

土砂災害対策 (主) 温泉津川本線 川本町 南佐木～川下地区 14

土砂災害対策 (主) 川本波多線 川本町、美郷町 川本～高畑地区 6

土砂災害対策 (主) 邑南飯南線 邑南町 長藤地区 9

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：島根県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費路線名 備考

土砂災害対策 (一) 本庄福富松江線 松江市 西川津～大海崎地区 16

土砂災害対策 (一) 市木井原線 邑南町 市木～矢上地区 17



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：島根県 (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 島根県 島根県無電柱化推進計画事業 640
(国)432号(古志原工区)〔松江市〕、(国)432号(大庭1工
区)〔松江市〕、(国)432号(大庭3工区)〔松江市〕、
(国)431号(母衣町～南田町工区)〔松江市〕



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成 

所　　　管：国土交通省

都道府県名：島根県 (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） 島根県 島根県通学路緊急対策推進計画 2,083

古江小学校、大庭小学校、大野小学校、雲城小学
校、三隅小学校、美川小学校、国富小学校、平田小
学校、北陽小学校、鎌手小学校、高津小学校、西益
田小学校、川合小学校、大田小学校、安田小学校、
社日小学校、江津東小学校、大東小学校、鍋山小学
校、横田小学校、亀嵩小学校、三成小学校、馬木小
学校、邑智小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 松江市 島根県松江市通学路緊急対策推進計画 60 古志原小学校、津田小学校、母衣小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 浜田市 島根県浜田市通学路緊急対策推進計画 333
雲雀丘小学校、原井小学校、国府小学校、三階小学
校、周布小学校、松原小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 出雲市 島根県出雲市通学路緊急対策推進計画 1,192
塩冶小学校、国富小学校、今市小学校、神西小学
校、西野小学校、荘原小学校、多伎小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 益田市 島根県益田市通学路緊急対策推進計画 31 益田小学校、高津小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 大田市 島根県大田市通学路緊急対策推進計画 15 長久小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 安来市 島根県安来市通学路緊急対策推進計画 232
安田小学校、広瀬小学校、十神小学校、飯梨小学
校、布部小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 江津市 島根県江津市通学路緊急対策推進計画 124
江津東小学校、高角小学校、川波小学校、津宮小学
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：島根県 (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 島根県 橋梁長寿命化修繕計画 1,880 別紙参照

道路メンテナンス事業 島根県 トンネル長寿命化修繕計画 22 別紙参照

道路メンテナンス事業 島根県 道路附属物等長寿命化修繕計画 248 別紙参照

道路メンテナンス事業 松江市 橋梁長寿命化修繕計画 305 別紙参照

道路メンテナンス事業 松江市 トンネル長寿命化修繕計画 39 別紙参照

道路メンテナンス事業 松江市 道路附属物等長寿命化修繕計画 3 別紙参照

道路メンテナンス事業 浜田市 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 浜田市 トンネル長寿命化修繕計画 4 別紙参照

道路メンテナンス事業 浜田市 道路附属物等長寿命化修繕計画 1 別紙参照

道路メンテナンス事業 出雲市 橋梁長寿命化修繕計画 222 別紙参照

道路メンテナンス事業 益田市 橋梁長寿命化修繕計画 68 別紙参照

道路メンテナンス事業 大田市 橋梁長寿命化修繕計画 68 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：島根県 (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 大田市 トンネル長寿命化修繕計画 23 別紙参照

道路メンテナンス事業 大田市 道路附属物等長寿命化修繕計画 27 別紙参照

道路メンテナンス事業 安来市 橋梁長寿命化修繕計画 94 別紙参照

道路メンテナンス事業 江津市 橋梁長寿命化修繕計画 55 別紙参照

道路メンテナンス事業 雲南市 橋梁長寿命化修繕計画 166 別紙参照

道路メンテナンス事業 奥出雲町 橋梁長寿命化修繕計画 45 別紙参照

道路メンテナンス事業 飯南町 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 川本町 橋梁長寿命化修繕計画 5 別紙参照

道路メンテナンス事業 美郷町 橋梁長寿命化修繕計画 39 別紙参照

道路メンテナンス事業 邑南町 橋梁長寿命化修繕計画 16 別紙参照

道路メンテナンス事業 津和野町 橋梁長寿命化修繕計画 55 別紙参照

道路メンテナンス事業 吉賀町 橋梁長寿命化修繕計画 76 別紙参照

道路メンテナンス事業 西ノ島町 橋梁長寿命化修繕計画 7 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：島根県 (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 知夫村 橋梁長寿命化修繕計画 7 別紙参照

道路メンテナンス事業 隠岐の島町 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 隠岐の島町 トンネル長寿命化修繕計画 5 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
島根県

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

島根県橋梁長寿命化修繕計画
島根県 飯南町 184号 瀬田谷橋 橋梁 修繕
島根県 出雲市 184号 野土橋 橋梁 修繕
島根県 雲南市 掛合上阿井線 境橋 橋梁 修繕
島根県 川本町 川本波多線 川本大橋 橋梁 修繕
島根県 美郷町 川本波多線 谷尻橋 橋梁 修繕
島根県 浜田市 黒沢安城浜田線 福永橋 橋梁 修繕
島根県 出雲市 国道431号 苅藻橋 橋梁 修繕
島根県 出雲市 国道431号 船橋 橋梁 修繕
島根県 西ノ島町 国道485号 田原橋 橋梁 修繕
島根県 隠岐の島町 西郷都万郡線 長尾田橋 橋梁 修繕
島根県 隠岐の島町 西郷布施線 卯敷橋 橋梁 修繕
島根県 雲南市 玉湯吾妻山線 赤川大橋 橋梁 修繕
島根県 川本町 仁摩邑南線 松原橋 橋梁 修繕
島根県 安来市 広瀬荒島線 割田橋 橋梁 修繕
島根県 安来市 布部安来線 横路橋 橋梁 修繕
島根県 益田市 益田阿武線 高角橋 橋梁 修繕
島根県 松江市 松江島根線 くにびき大橋 橋梁 修繕
島根県 浜田市 益田種三隅線 新川橋 橋梁 修繕
島根県 奥出雲町 吉田奥出雲線 奥田橋 橋梁 修繕
島根県 奥出雲町 玉湯吾妻山線 車橋 橋梁 修繕
島根県 出雲市 国道184号 有原橋跨線橋 橋梁 修繕
島根県 出雲市 国道184号 神立橋側道橋 橋梁 修繕
島根県 浜田市 国道186号 後野橋 橋梁 修繕
島根県 浜田市 国道186号 札場橋 橋梁 修繕
島根県 奥出雲町 国道314号 大八川橋 橋梁 修繕
島根県 奥出雲町 国道314号 新八川橋 橋梁 修繕
島根県 奥出雲町 国道314号 仁多大橋 橋梁 修繕
島根県 奥出雲町 国道314号 湯ノ原橋 橋梁 修繕
島根県 松江市 国道431号 境水道大橋 橋梁 修繕
島根県 松江市 国道431号 東奥谷橋 橋梁 修繕
島根県 奥出雲町 国道432号 中湯野橋 橋梁 修繕
島根県 松江市 国道432号 新安田大橋 橋梁 修繕
島根県 浜田市 黒沢安城浜田線 上古和大橋 橋梁 修繕
島根県 出雲市 十六島直江停車場線 西代橋 橋梁 修繕
島根県 雲南市 出雲三刀屋線 給下橋側道橋 橋梁 修繕
島根県 松江市 松江鹿島美保関線 宍道湖大橋 橋梁 修繕
島根県 松江市 松江鹿島美保関線 西生馬ﾎﾞｯｸｽ 橋梁 修繕
島根県 松江市 松江島根線 将軍橋 橋梁 修繕
島根県 松江市 松江島根線 小倉橋 橋梁 修繕
島根県 出雲市 多伎江南出雲線 古志大橋 橋梁 修繕
島根県 大田市 大田佐田線 御山橋 橋梁 修繕
島根県 西ノ島町 珍崎浦郷港線 生名橋 橋梁 修繕
島根県 出雲市 斐川一畑大社線 灘橋 橋梁 修繕
島根県 出雲市 斐川出雲大社線 北神立橋 橋梁 修繕
島根県 浜田市 浜田美都線 下鍋石橋 橋梁 修繕
島根県 出雲市 平田荘原線 瑞穂大橋 橋梁 修繕
島根県 松江市 母衣町雑賀町線 東京橋 橋梁 修繕
島根県 吉賀町 六日市錦線 深谷大橋 橋梁 修繕
島根県 出雲市 鰐淵寺線 学園橋(歩道橋) 橋梁 修繕
島根県 出雲市 鰐淵寺線 地蔵橋 橋梁 修繕
島根県 出雲市 鰐淵寺線 無名橋３(歩道） 橋梁 修繕
島根県 点検計画

島根県トンネル長寿命化修繕計画
島根県 安来市 432号 金原トンネル トンネル 修繕
島根県 隠岐の島町 485号 青海トンネル トンネル 修繕

島根県道路附属物等長寿命化修繕計画
島根県 浜田市 186号 井手ヶ平スノーシェルター 道路附属物等 修繕
島根県 浜田市 186号 登り谷スノーシェルター 道路附属物等 修繕
島根県 邑南町 261号 鱒渕洞門 道路附属物等 修繕
島根県 飯南町 川本波多線 角井防雪坑 道路附属物等 修繕
島根県 邑南町 浜田作木線 伏谷ロックシェッド 道路附属物等 修繕
島根県 邑南町 浜田八重可部線 三坂峠スノーシェルター 道路附属物等 修繕

松江市橋梁長寿命化修繕計画
松江市 松江市 意東・揖屋線 田尻橋 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
島根県

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

松江市 松江市 上根尾11号線 上根尾下橋 橋梁 修繕
松江市 松江市 熊山10号線 熊山10号線1号橋 橋梁 修繕
松江市 松江市 佐倉・田根線 関の前橋 橋梁 修繕
松江市 松江市 潮音寺線 橋本橋 橋梁 修繕
松江市 松江市 大海崎灘1号線 下の橋 橋梁 修繕
松江市 松江市 宝池線 宝地橋 橋梁 修繕
松江市 松江市 千鳥堂形線 千鳥跨線橋 橋梁 修繕
松江市 松江市 地令家頭線 地令橋 橋梁 修繕
松江市 松江市 堂廻4号線 堂廻橋 橋梁 修繕
松江市 松江市 中尾西尾線 中尾西尾線1号橋 橋梁 修繕
松江市 松江市 中尾西尾線 納佐橋 橋梁 修繕
松江市 松江市 西ノ村中川線 奥堅固院橋 橋梁 修繕
松江市 松江市 新田・伊志見線 伊志見大橋 橋梁 修繕
松江市 松江市 長谷大谷線 長谷橋 橋梁 修繕
松江市 松江市 本庄4号線 本庄4号線1号橋 橋梁 修繕
松江市 松江市 下佐陀古志線 新共栄橋 橋梁 修繕
松江市 松江市 釜代潟ノ内線 釜代潟ノ内線1号橋 橋梁 修繕
松江市 松江市 宮尾学校線 学園橋 橋梁 修繕
松江市 松江市 原ノ前後線 宮尾橋 橋梁 修繕
松江市 松江市 松江停車場玉造線 新嫁島橋 橋梁 修繕
松江市 松江市 薦津東西４号線 薦津東西４号線１号橋 橋梁 修繕
松江市 松江市 荘成3号線 荘成3号線1号橋 橋梁 修繕
松江市 松江市 大角山1号線 大角山1号線1号橋 橋梁 修繕
松江市 松江市 大谷春殖線 山崎橋 橋梁 修繕
松江市 松江市 大谷柳原線 大判平橋 橋梁 修繕
松江市 松江市 大谷柳原線 又助橋 橋梁 修繕
松江市 松江市 長海別所線 長海橋 橋梁 修繕
松江市 松江市 八幡大井線 中海大橋 橋梁 修繕
松江市 松江市 浜乃木乃木福富線 福富橋 橋梁 修繕
松江市 松江市 片江中央線 神戸橋 橋梁 修繕
松江市 松江市 邑生1号線 邑生1号線1号橋 橋梁 修繕
松江市 点検計画

松江市トンネル長寿命化修繕計画
松江市 松江市 内馬高丸線 高庭トンネル トンネル 修繕
松江市 松江市 チェリーロード線 加賀トンネル トンネル 修繕
松江市 松江市 比津薦津線 比津トンネル トンネル 修繕
松江市 松江市 本谷六坊線 六坊トンネル トンネル 修繕

松江市道路附属物等長寿命化修繕計画
松江市 松江市 古志原浜乃木線 乃木横断歩道橋 道路附属物等 修繕

浜田市橋梁長寿命化修繕計画
浜田市 浜田市 今市32号線 高畦橋 橋梁 修繕
浜田市 浜田市 今福42号線 山根橋 橋梁 修繕
浜田市 浜田市 木都賀43号線 イラ原橋 橋梁 修繕
浜田市 浜田市 国府133号線 黒渕橋 橋梁 修繕
浜田市 浜田市 国府202号線 坊川橋 橋梁 修繕
浜田市 浜田市 七条24号線 上長見橋 橋梁 修繕
浜田市 浜田市 七条旧国道線 川平橋 橋梁 修繕
浜田市 浜田市 下古市八曽線 千本橋 橋梁 修繕
浜田市 浜田市 西七条上来原線 新川橋 橋梁 修繕
浜田市 浜田市 波佐6号線 新大橋 橋梁 修繕
浜田市 浜田市 古湊白砂線 田ノ浦橋 橋梁 修繕
浜田市 浜田市 美又45号線 牛尾沖橋 橋梁 修繕
浜田市 浜田市 美又9号線 新美又橋 橋梁 修繕
浜田市 浜田市 和田104号線 原瀬橋 橋梁 修繕
浜田市 点検計画

浜田市トンネル長寿命化修繕計画
浜田市 浜田市 柚根旭線 雲月トンネル トンネル 修繕

浜田市道路附属物等長寿命化修繕計画
浜田市 浜田市 竹迫野原線 門型標識 道路附属物等 修繕

出雲市橋梁長寿命化修繕計画
出雲市 出雲市 隠尾若寿原線 若寿原橋 橋梁 修繕
出雲市 出雲市 塩冶11号線 海上下橋 橋梁 修繕
出雲市 出雲市 京町宮ノ町線 蓮田7号橋 橋梁 修繕
出雲市 出雲市 高浜149号線 石臼橋 橋梁 修繕
出雲市 出雲市 国富46号線 縣神社南橋 橋梁 修繕



令和４年度　箇所表 別紙

※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成
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出雲市 出雲市 新田布崎線 関本橋 橋梁 修繕
出雲市 出雲市 真幸ヶ丘保知石線 知井宮高架橋 橋梁 修繕
出雲市 出雲市 赤塚23号線 小土地3号橋 橋梁 修繕
出雲市 出雲市 町高西線 須佐橋 橋梁 修繕
出雲市 出雲市 湯谷川飯山幹線 幹線排水5号橋 橋梁 修繕
出雲市 出雲市 灘分18号線 福間東橋 橋梁 修繕
出雲市 出雲市 斐川305号線 伊志見大橋 橋梁 修繕
出雲市 出雲市 稗原165号線 岩海橋 橋梁 修繕
出雲市 出雲市 布崎浜線 桧山小東橋 橋梁 修繕
出雲市 出雲市 平田松江幹線 高山橋 橋梁 修繕
出雲市 出雲市 北本町谷田谷線 河原橋 橋梁 修繕
出雲市 出雲市 本田平田小線 蓮田6号橋 橋梁 修繕
出雲市 点検計画

益田市橋梁長寿命化修繕計画
益田市 益田市 小広瀬線 小広瀬橋 橋梁 修繕
益田市 益田市 多田１号線 多田１号橋 橋梁 修繕
益田市 益田市 多田２号線 多田２号橋 橋梁 修繕
益田市 益田市 松原久原線 久原橋 橋梁 修繕
益田市 益田市 紺屋線 紺屋２号橋 橋梁 修繕
益田市 益田市 中村線 中屋前橋 橋梁 修繕
益田市 点検計画

大田市橋梁長寿命化修繕計画
大田市 大田市 草木原3号線 草木原2号橋 橋梁 修繕
大田市 大田市 京信寺小路線 京信寺橋 橋梁 修繕
大田市 大田市 銀蔵小路線 銀蔵橋 橋梁 修繕
大田市 大田市 江谷線 江谷4号橋 橋梁 修繕
大田市 大田市 山中本線 山中橋 橋梁 修繕
大田市 大田市 西田線 相川橋 橋梁 修繕
大田市 大田市 野城山口線 小原橋 橋梁 修繕
大田市 大田市 落合橋線 落合橋 橋梁 修繕
大田市 点検計画

大田市トンネル長寿命化修繕計画
大田市 大田市 鳴滝諏訪線 鶴ヶ丘トンネル トンネル 修繕

大田市道路附属物等長寿命化修繕計画
大田市 大田市 上毛線 温泉津跨線橋 道路附属物等 修繕

安来市橋梁長寿命化修繕計画
安来市 安来市 下田原2号線 大渡橋 橋梁 修繕
安来市 安来市 下布部線 堂渡橋 橋梁 修繕
安来市 安来市 市道上荒島線 円光寺橋 橋梁 修繕
安来市 安来市 輪ノ内1号線 神田橋 橋梁 修繕
安来市 点検計画

江津市橋梁長寿命化修繕計画
江津市 江津市 市道嘉戸本通線 無名橋 橋梁 修繕
江津市 江津市 市道金川口線 塩田橋 橋梁 修繕
江津市 江津市 市道黒松海岸線 中川新橋 橋梁 修繕
江津市 江津市 市道戸川川下線 新八戸川橋 橋梁 修繕
江津市 点検計画

雲南市橋梁長寿命化修繕計画
雲南市 雲南市 岸田線 加茂大橋 橋梁 修繕
雲南市 雲南市 深野線 山王橋 橋梁 修繕
雲南市 点検計画

奥出雲町橋梁長寿命化修繕計画
奥出雲町 奥出雲町 新宅線 出来屋橋 橋梁 修繕
奥出雲町 奥出雲町 上町長谷線 上町長谷線第2号橋 橋梁 修繕
奥出雲町 奥出雲町 川西五反田線支線1号 樋口橋 橋梁 修繕
奥出雲町 奥出雲町 鹿谷峠後線 獅々谷三号橋 橋梁 修繕
奥出雲町 奥出雲町 角馬場線 小門橋 橋梁 修繕
奥出雲町 奥出雲町 土橋線 大前橋 橋梁 修繕
奥出雲町 奥出雲町 樋口馬場線 表橋 橋梁 修繕
奥出雲町 奥出雲町 古市後線 井谷川橋 橋梁 修繕
奥出雲町 奥出雲町 山似後谷線 山似後谷橋 橋梁 修繕
奥出雲町 点検計画

飯南町橋梁長寿命化修繕計画
飯南町 点検計画

川本町橋梁長寿命化修繕計画
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川本町 点検計画
美郷町橋梁長寿命化修繕計画

美郷町 美郷町 井田線 井田橋 橋梁 修繕
美郷町 美郷町 生谷線 生谷１号橋 橋梁 修繕
美郷町 美郷町 生谷線 生谷２号橋 橋梁 修繕
美郷町 美郷町 下谷線 第一下谷橋 橋梁 修繕
美郷町 美郷町 三反谷線 三反谷橋 橋梁 修繕
美郷町 美郷町 田水線 今津橋 橋梁 修繕
美郷町 美郷町 都賀西・都賀行線 水玉橋 橋梁 修繕
美郷町 美郷町 土枢平線 ころだに橋 橋梁 修繕
美郷町 点検計画

邑南町橋梁長寿命化修繕計画
邑南町 邑南町 中山線 大向橋 橋梁 修繕
邑南町 点検計画

津和野町橋梁長寿命化修繕計画
津和野町 津和野町 杉片河東線 常盤橋 橋梁 修繕
津和野町 津和野町 日原市街線 旭橋 橋梁 修繕
津和野町 津和野町 日原市街線 旭橋（歩道） 橋梁 修繕
津和野町 津和野町 野広線 野広橋 橋梁 修繕
津和野町 津和野町 吹野線 吹野1号橋 橋梁 修繕
津和野町 津和野町 四通線 白井橋 橋梁 修繕
津和野町 点検計画

吉賀町橋梁長寿命化修繕計画
吉賀町 吉賀町 栃木線 栃木橋 橋梁 修繕
吉賀町 吉賀町 中村隠居沖線 台橋 橋梁 修繕
吉賀町 吉賀町 皆富横立線 大橋橋 橋梁 修繕
吉賀町 吉賀町 久領谷線 中間橋 橋梁 修繕
吉賀町 吉賀町 大井谷支4号線 大谷橋 橋梁 修繕
吉賀町 吉賀町 朝倉真田線 朝倉橋 橋梁 修繕
吉賀町 点検計画

西ノ島町橋梁長寿命化修繕計画
西ノ島町 西ノ島町 ２６号 三度上橋 橋梁 修繕
西ノ島町 点検計画

知夫村橋梁長寿命化修繕計画
知夫村 知夫村 村道牛の口線 堤谷橋 橋梁 修繕
知夫村 点検計画

隠岐の島町橋梁長寿命化修繕計画
隠岐の島町 隠岐の島町 （2-2）都万港線 川口橋 橋梁 修繕
隠岐の島町 隠岐の島町 西郷145号線 愛の橋 橋梁 更新
隠岐の島町 点検計画

隠岐の島町トンネル長寿命化修繕計画
隠岐の島町 隠岐の島町 久見20号線 久見トンネル 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：島根県 単位：百万円

「たたら」生きづく雲南市　道路ネットワークづくり計画 雲南市 10

心かよわせともに創る邑南の郷計画 邑南町 8

　小　計 18

※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



島 根 県

水管理・国土保全局



令和４年度当初予算　河川事業（直轄・島根県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

高津川 高津川 一般河川改修事業 145　 益田
ますだ

市
し

江の川 江の川下流 一般河川改修事業 2,000　 江津
ごうつ

市
し

斐伊川 斐伊川 一般河川改修事業 1,629　
《鳥取県
とっとりけん

》境港
さかいみなと

市
　　　し

《島根県
しまねけん

》松江
まつえ

市
し

斐伊川 斐伊川 河川都市基盤整備事業 320　 松江市
まつえ　　し

江の川 江の川下流 河川工作物関連応急対策事業 20　

斐伊川 斐伊川 河川工作物関連応急対策事業 70　 出雲市
い ず も し

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

（※）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・島根県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

江の川 玉川 大規模特定河川事業 220　 江津市
ご う つ し

斐伊川 湯谷川 大規模特定河川事業 340　 出雲市
い ず も し

斐伊川 中川 大規模特定河川事業 100　 松江市
ま つ え し

斐伊川 赤川、塩冶赤川 大規模特定河川事業 630　 出雲市
い ず も し

斐伊川 奥田川　外 河川メンテナンス事業 40　 ※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・島根県）

※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

雲南
うんなん

市
し

斐伊川 奥田川 奥田川排水機場

雲南
うんなん

市
し

斐伊川 内原川 内原川排水機場

特定構造物更新事業

島根県



島根県

　補助ダム事業
（単位：百万円） 

国庫補助基本額

（事業費）

上段（　　　）書きは共同費、

下段は公共費である。

( 2,271)

河川整備事業費 2,271 

　治水ダム等建設事業費補助

( 2,271)

　　建設工事 2,271 

( 1,511)

波積ダム 1,511 

( 760)

矢原川ダム 760 

事項 ダム名 備　　　　考



令和４年度当初予算　ダムメンテナンス事業（補助・島根県）

（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 江津市、浜田市、益田市、西ノ島町 170 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・島根県）

別　　　紙

実施主体 市町村名 水系名 河川名 ダム名

江津市 江の川 八戸川 八戸ダム

浜田市 三隅川 三隅川 御部ダム

益田市 益田川 益田川 益田川ダム

西ノ島町 美田川 美田川 美田ダム

島根県



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 たかつがわ なるたにがわ かのあしぐん つわのちょう なよし けいりゅうほぜんこう

砂防等事業 高津川 鳴谷川 鹿足郡 津和野町 名賀 渓流保全工 80

小計 1箇所 80

事業間連携 そのた のなみD まつえし しまねちょうのなみ さぼうえんていこう

砂防等事業 その他 野波D 松江市 島根町野波 砂防堰堤工 10

ひいかわ こみたにかわ うんなんし みとやちょうみとや さぼうえんていこう

斐伊川 小三谷川 雲南市 三刀屋町三刀屋 砂防堰堤工 10

ひいかわ くらたにかわ にたぐん おくいずもちょう なかむら さぼうえんていこう

斐伊川 蔵谷川 仁多郡 奥出雲町 中村 砂防堰堤工 50
ひいかわ ゆやたにかわ いずもし ひがしはやしぎちょう さぼうえんていこう

斐伊川 湯屋谷川 出雲市 東林木町 砂防堰堤工 50

そのた よりいたにかわ いずもし うっぷるいちょう さぼうえんていこう

その他 寄居谷川 出雲市 十六島町 砂防堰堤工 50
そのた いげたにかわ いずもし たいしゃちょうさぎうら さぼうえんていこう

その他 以下谷川 出雲市 大社町鷺浦 砂防堰堤工 10
からかわがわ やまさきかわ いずもし かわしもちょう さぼうえんていこう

唐川川 山崎川 出雲市 河下町 砂防堰堤工 30

ひいかわ みた・に いずもし さだちょうすさ さぼうえんていこう

斐伊川 御田・二 出雲市 佐田町須佐 砂防堰堤工 1

ごうのかわ おおにわかわ おおちぐん おおなんちょう あすな けいりゅうほぜんこう

江の川 大庭川 邑智郡 邑南町 阿須那 渓流保全工 46

ごうのかわ はらのたにかわ おおちぐん みさとちょう ながとう さぼうえんていこう

江の川 原の谷川 邑智郡 美郷町 長藤 砂防堰堤工 70

しずまがわ じょうこうじたにかわ おおだし かわいちょうかわい さぼうえんていこう

静間川 浄光寺谷川 大田市 川合町川合 砂防堰堤工 10

しずまがわ みしょうだいひがしたにかわ おおだし おおだちょうおおだ さぼうえんていこう

静間川 三正代東谷川 大田市 大田町大田 砂防堰堤工 20

令和４年度　当初予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（島根県　1/5）

所在地事業区分 水系名 渓流名



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 しずまがわ こいけたにかわ おおだし おおだちょうおおだ さぼうえんていこう

砂防等事業 静間川 小池谷川 大田市 大田町大田 砂防堰堤工 10

ごうのかわ やなぎC はまだし あさひちょういまいち さぼうえんていこう

江の川 柳C 浜田市 旭町今市 砂防堰堤工 30

そのた あらいそかわ ごうつし あさりちょうかねかわぐち さぼうえんていこう

その他 荒磯川 江津市 浅利町金川口 砂防堰堤工 35
ますだかわ てきれかわ ますだし そめばちょう さぼうえんていこう

益田川 テキレ川 益田市 染羽町 砂防堰堤工 35

ますだかわ あらいかわ ますだし はだちょう さぼうえんていこう

益田川 洗川 益田市 波田町 砂防堰堤工 30

たかつがわ かみよこたてしもたにかわ かのあしぐん よしかちょう なぬかいち さぼうえんていこう

高津川 上横立下谷川 鹿足郡 吉賀町 七日市 砂防堰堤工 60
たかつがわ もとごうしもたに かのあしぐん よしかちょう かきのきむらふくかわ さぼうえんていこう

高津川 本郷下谷 鹿足郡 吉賀町 柿木村福川 砂防堰堤工 20

おもすがわ まつだじりかわ おきぐん おきのしまちょう こうじ さぼうえんていこう

重栖川 松田尻川 隠岐郡 隠岐の島町 小路 砂防堰堤工 10
そのた ふじやまかわ おきぐん あまちょう ふくい さぼうえんていこう

その他 藤山川 隠岐郡 海士町 福井 砂防堰堤工 50
そのた なかべっぷかわ おきぐん にしのしまちょう べっぷ さぼうえんていこう

その他 中別府川 隠岐郡 西ノ島町 別府 砂防堰堤工 40

小計 22箇所 677

23箇所 757

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（島根県　2/5）

合計

事業区分 水系名 渓流名 所在地



地すべり
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

事業間連携 ひいかわ おおたに いずもし よしのちょう よこぼーりんぐこう

砂防等事業 斐伊川 大谷 出雲市 美野町 横ボーリング工 10

ひいかわ みやま いずもし まんだちょう よこぼーりんぐこう

斐伊川 深山 出雲市 万田町 横ボーリング工 47

ひいかわ きたがき いずもし こさかいちょう よこぼーりんぐこう

斐伊川 北垣 出雲市 小境町 横ボーリング工 47
ひいかわ あさひがおか いずもし たくちょう よこぼーりんぐこう

斐伊川 旭が丘 出雲市 多久町 横ボーリング工 9

そのた たかの はまだし ながはまちょう よこぼーりんぐこう

その他 高野 浜田市 長浜町 横ボーリング工 20

とおだかわ なかとおだ ますだし とおだちょう よこぼーりんぐこう

遠田川 中遠田 益田市 遠田町 横ボーリング工 30
ますだかわ くまこ ますだし みとちょう よこぼーりんぐこう

益田川 熊子 益田市 美都町 横ボーリング工 5

7箇所 168

令和４年度　当初予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（島根県　3/5）

事業区分 水系名 渓流名
所在地

合計



急傾斜
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

事業間連携 あめのはまいち まつえし しまねちょうのい ようへきこう

砂防等事業 雨の浜1 松江市 島根町野井 擁壁工 33.25

たかやま まつえし みほのせきちょうちくみ ようへきこう

高山 松江市 美保関町千酌 擁壁工 14.25

2箇所 47.5
※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（島根県　4/5）

事業区分 水系名 渓流名 所在地

合計



工種 事業費 備考
市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

砂防メンテナンス こいづがわ　ほか いずもし　ほか こいづちょう　ほか ろうきゅうかたいさく

事業 小伊津川　外 出雲市　外 小伊津町　外 老朽化対策 10

１箇所 10
※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（島根県　5/5）

事業区分 水系名
渓流名
箇所名

所在地

合計



島　根　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　 島根県

（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

112,000

松江市 松江市 継続 第1期松江総合運動公園周辺地区 1/2 56,000

84,000

松江市 松江市 継続 第1期白潟地区 1/2 42,000

126,600

江津市 江津市 継続 第3期江津地区 1/2 63,300

322,600

合計 161,300

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:島根県 (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 島根県 島根県無電柱化推進計画事業 640
(国)432号(古志原工区)〔松江市〕、(国)432号(大庭1工
区)〔松江市〕、(国)432号(大庭3工区)〔松江市〕、
(国)431号(母衣町～南田町工区)〔松江市〕



令和４年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成 

所　　管：国土交通省

都道府県名:島根県 (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） 島根県 島根県通学路緊急対策推進計画 2,083

古江小学校、大庭小学校、大野小学校、雲城小学
校、三隅小学校、美川小学校、国富小学校、平田小
学校、北陽小学校、鎌手小学校、高津小学校、西益
田小学校、川合小学校、大田小学校、安田小学校、
社日小学校、江津東小学校、大東小学校、鍋山小学
校、横田小学校、亀嵩小学校、三成小学校、馬木小
学校、邑智小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 松江市 島根県松江市通学路緊急対策推進計画 60 古志原小学校、津田小学校、母衣小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 浜田市 島根県浜田市通学路緊急対策推進計画 333
雲雀丘小学校、原井小学校、国府小学校、三階小学
校、周布小学校、松原小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 出雲市 島根県出雲市通学路緊急対策推進計画 1,192
塩冶小学校、国富小学校、今市小学校、神西小学
校、西野小学校、荘原小学校、多伎小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 益田市 島根県益田市通学路緊急対策推進計画 31 益田小学校、高津小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 大田市 島根県大田市通学路緊急対策推進計画 15 長久小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 安来市 島根県安来市通学路緊急対策推進計画 232
安田小学校、広瀬小学校、十神小学校、飯梨小学
校、布部小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 江津市 島根県江津市通学路緊急対策推進計画 124
江津東小学校、高角小学校、川波小学校、津宮小学
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:島根県

整備計画名 要素事業名 市町村名 事業主体

一般国道431号　大野２工区 松江市 島根県

一般国道431号　東長江工区 松江市 島根県

（一）八重垣神社竹矢線　大庭工区 松江市 島根県

一般国道186号　上来原工区 浜田市 島根県

（一）一の瀬折居線　室谷工区 浜田市 島根県

（一）美川周布線　穂出工区 浜田市 島根県

一般国道431号　国富工区 出雲市 島根県

（一）出雲平田線　西代工区 出雲市 島根県

（一）出雲平田線　川跡工区 出雲市 島根県

（一）鰐淵寺線　奥宇賀工区 出雲市 島根県

（主）益田阿武線　須子工区 益田市 島根県

（一）美濃地石見横田停車場線　向横田工区 益田市 島根県

（一）野地鎌手停車場線　鎌手工区 益田市 島根県

一般国道375号　川合工区 大田市 島根県

（主）大田桜江線　行恒工区 大田市 島根県

（主）安来伯太日南線　吉岡工区 安来市 島根県

（一）米子広瀬線　安田２工区 安来市 島根県

（一）川平停車場線　後地工区 江津市 島根県

（一）大田井田江津線　都治２工区 江津市 島根県

（主）出雲奥出雲線　坂本工区 雲南市 島根県

（主）松江木次線　新庄工区 雲南市 島根県

（都）新庄飯田線　４工区 雲南市 島根県

一般国道314号　湯の原工区 奥出雲町 島根県

一般国道432号　久比須工区 奥出雲町 島根県

（主）玉湯吾妻山線　三成１工区 奥出雲町 島根県

（主）玉湯吾妻山線　大馬木工区 奥出雲町 島根県

（一）横田伯南線　角工区 奥出雲町 島根県

一般国道375号　粕渕工区 美郷町 島根県

（市）ハサラ沼5号線　東津田工区 松江市 松江市

（市）工業高校東1号線　古志原1工区 松江市 松江市

（市）工業高校南1号線　古志原2工区 松江市 松江市

（市）北部区画53号線　学園工区 松江市 松江市

（市）下府上府線　下府1工区 浜田市 浜田市

（市）下府上府線　下府2工区 浜田市 浜田市

（市）日脚治和線　周布工区 浜田市 浜田市

（市）周布長浜線　周布工区 浜田市 浜田市

（市）国府87号線　国分1工区 浜田市 浜田市

（市）国府87号線　国分2工区 浜田市 浜田市

（市）浜田167号線　浅井工区 浜田市 浜田市

（市）浜田205号線　竹迫工区 浜田市 浜田市

（市）浜田261号線　港町工区 浜田市 浜田市

（市）浜田352号線　原井工区 浜田市 浜田市

（市）浜田373号線　原井工区 浜田市 浜田市

（市）浜田451号線　竹迫工区 浜田市 浜田市

（市）今市川跡日下線　荻杼中野美保工区 出雲市 出雲市

（市）上町扇町線　今市小工区 出雲市 出雲市

（市）荘原三絡線　荘原小工区 出雲市 出雲市

（市）中筋浜線　平田工区 出雲市 出雲市

（市）斐川4号線　神守直江工区 出雲市 出雲市

（市）斐川４号線　新川中央工区 出雲市 出雲市

（市）国富大津線　国富小工区 出雲市 出雲市

（市）国富大津線　美談国富工区 出雲市 出雲市

（市）井手上新線　多伎小工区 出雲市 出雲市

島根県出雲市通学路緊急対策推進計画

島根県通学路緊急対策推進計画

島根県松江市通学路緊急対策推進計画

島根県浜田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:島根県

整備計画名 要素事業名 市町村名 事業主体

（市）国富81号線　統合小工区 出雲市 出雲市

（市）今市6号線　今市小工区 出雲市 出雲市

（市）神西61号線　神西沖工区 出雲市 出雲市

（市）斐川2462号線　神守工区 出雲市 出雲市

（都）医大前新町線　４工区 出雲市 出雲市

（都）高砂町渡橋線　２工区 出雲市 出雲市

（市）高津線　舟入工区 益田市 益田市

（市）高津線・（市）緑ヶ丘下市線　高津工区 益田市 益田市

（市）有明東町線　東町工区 益田市 益田市

（市）松ヶ丘浜寄線　松ヶ丘工区 益田市 益田市

島根県大田市通学路緊急対策推進計画 （市）大田長久線　長久工区 大田市 大田市

（市）安来港飯島線　安来工区 安来市 安来市

（市）原代宮内線　安田工区 安来市 安来市

（市）布部2号線　布部1工区 安来市 安来市

（市）布部2号線　布部2工区 安来市 安来市

（市）広瀬中央線　広瀬工区 安来市 安来市

（市）布部西谷線　布部工区 安来市 安来市

（市）田頼津田平線　飯梨工区 安来市 安来市

（市）星島線　嘉久志工区 江津市 江津市

（市）宇津川線　波子工区 江津市 江津市

（市）黒松吉浦線　黒松工区 江津市 江津市

（市）新川団地1号線　嘉久志工区 江津市 江津市

（市）新川団地2号線　嘉久志工区 江津市 江津市

（市）新川団地3号線　嘉久志工区 江津市 江津市

（市）新川団地4号線　嘉久志工区 江津市 江津市

（市）都野津赤羽根線　都野津工区ほか 江津市 江津市

（市）半田浜団地2号線　都野津工区ほか 江津市 江津市

（市）半田浜団地3号線　都野津工区ほか 江津市 江津市

（市）半田浜団地6号線　都野津工区ほか 江津市 江津市

（市）半田浜団地幹線　都野津工区ほか 江津市 江津市

（市）北新地2号線　和木工区 江津市 江津市

（市）北新地3号線　和木工区 江津市 江津市

（市）北新地4号線　和木工区 江津市 江津市

（市）北新地5号線　和木工区 江津市 江津市

（市）北新地6号線　和木工区 江津市 江津市

（市）北新地7号線　和木工区 江津市 江津市

（市）北新地8号線　和木工区 江津市 江津市

島根県安来市通学路緊急対策推進計画

島根県江津市通学路緊急対策推進計画

島根県出雲市通学路緊急対策推進計画

島根県益田市通学路緊急対策推進計画



島 根 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 島根県
地区名 事業名 事業費 備考

淞北台地区 地域居住機能再生推進事業 303,231
303,231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 島根県
地区名 事業名 事業費 備考

松江市 空き家対策総合支援事業 6,800
浜田市 空き家対策総合支援事業 25,900
出雲市 空き家対策総合支援事業 2,500
益田市 空き家対策総合支援事業 2,000
大田市 空き家対策総合支援事業 2,000
安来市 空き家対策総合支援事業 9,000
江津市 空き家対策総合支援事業 6,000
雲南市 空き家対策総合支援事業 2,000
奥出雲町 空き家対策総合支援事業 5,860
飯南町 空き家対策総合支援事業 500
川本町 空き家対策総合支援事業 2,000
美郷町 空き家対策総合支援事業 3,000
邑南町 空き家対策総合支援事業 1,954
津和野町 空き家対策総合支援事業 3,600
吉賀町 空き家対策総合支援事業 3,600
海士町 空き家対策総合支援事業 53,400
知夫村 空き家対策総合支援事業 2,000



隠岐の島町 空き家対策総合支援事業 28,600
160,714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 島根県
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 318,358
318,358合計



港 湾 局

(単位：百万円)

事業区分 区分別事業費

島根県
島根県
島根県重 要 港 湾 境 境 港 小 計 370
島根県 管 理 組 合 直 轄 350
島根県 補 助 20
島根県
島根県 浜 田 島 根 県 小 計 1,450
島根県 直 轄 720
島根県 補 助 730
島根県
島根県地 方 港 湾 河 下 島 根 県 小 計 500
島根県 補 助 500
島根県
島根県統 合 補 助

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
島根県 統 合 補 助 島 根 県 小 計 65
島根県 補 助 30
島根県 35 離島
島根県
島根県

2,649
※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。

港湾管理者

島 根 県

令 和 ４ 年 度　 港 湾 整 備 事 業 予 算 

令和4年度事業費

摘　　要

合　　　　計

港　　格　　等 港　　名



港 湾 局

(単位：百万円)

老 朽 化 対 策 河 下 島 根 県 小 計 10

補 助 10

益 田 島 根 県 小 計 20

補 助 20

西 郷 島 根 県 小 計 125 離島

補 助 125 離島

155

島 根 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
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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



島 根 県

不動産・建設経済局



島根県

事業費

11.140

50.660

島根県 61.800計

社会資本整備円滑化地籍整備事業費補助 出雲市

社会資本整備円滑化地籍整備事業費補助 益田市

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

（島根県）
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

島根県における下水道事業の推
進

島根県 34,450 

県立都市公園の利用促進〔第３
期〕

島根県 20,000 

広島・島根における尾道松江線
を軸とした広域観光活性化計画
（重点）

島根県 63,000 

広島・島根における尾道松江線
を軸とした広域観光活性化計画

島根県 45,000 

中国地方の世界遺産と地域固有
の観光資源を生かした島根・広
島・山口広域観光活性化計画
（重点③）

島根県 232,650 

第３期島根県住宅・住環境整備
計画（地域住宅計画　第３期島
根県地域）

島根県,安来市,飯南町,津和野町,邑南町,松
江市,浜田市,出雲市,益田市,大田市,江津
市,雲南市,奥出雲町,川本町,美郷町,吉賀
町,西ノ島町,知夫村,隠岐の島町,海士町

555,483 

２　地域資源を活かした地域の
活性化と安心安全な生活を支え
る基盤整備

島根県 3,422,287 

４　地域の生活に密着した市町
村道の整備

島根県,松江市,浜田市,出雲市,益田市,大田
市,安来市,江津市,雲南市,奥出雲町,飯南
町,川本町,美郷町,邑南町,津和野町,吉賀
町,海士町,知夫村,隠岐の島町

825,138 

松江市における下水道施設の統
合の推進

松江市 33,580 

浜田市における下水道事業の推
進

浜田市 27,500 

出雲市における下水道事業の推
進

出雲市 625,000 

益田市における下水道事業の推
進

益田市 121,100 

大田市における下水道事業の推
進

大田市 440,000 



（島根県）
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

第２期石見銀山公園を拠点とし
た観光計画を利用した公園整備

大田市 20,000 

安来市における下水道事業の推
進

安来市 138,000 

江津市における下水道事業の推
進

江津市 139,750 

雲南市における下水道事業の推
進

雲南市 21,500 

津和野町における下水道事業の
推進

津和野町 27,000 

西ノ島町における下水道事業の
推進

西ノ島町 25,000 

隠岐の島町における下水道事業
の推進

隠岐の島町 235,500 

隠岐の島町都市公園における遊
具等再編整備計画

隠岐の島町 27,500 

7,079,438 

※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

（島根県）
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（防災・安全）

島根県 10,000 

島根県における下水道事業の推
進（防災・安全）

島根県 633,489 

県立都市公園における安全で安
心な公園づくり〔第2期〕（防
災・安全）

島根県 293,960 

総合的な水の安全・安心基盤整
備（防災・安全）（河川）

島根県,益田市 345,000 

５　通学路の安全の確保（防
災・安全）

島根県 1,486,898 

第２期島根県安全で安心できる
住まい・まちづくり計画（防
災・安全）（地域住宅計画　第
３期島根県地域）

益田市,雲南市,邑南町,吉賀町,隠岐の島町,
島根県,松江市,浜田市,出雲市,江津市,大田
市,安来市,奥出雲町,飯南町,美郷町,津和野
町,知夫村,川本町

309,133 

８　災害に強く、安全安心な暮
らしを守る道路整備（防災・安
全）

島根県 2,747,649 

１８　災害に対し安全性信頼性
の高い道路整備（国土強靱化）
（防災・安全）

島根県,松江市,益田市,安来市,江津市,雲南
市,川本町,美郷町,津和野町,出雲市,大田
市,邑南町,浜田市

2,359,191 

地域住民の生命・財産を守る総
合的な土砂災害対策の推進（防
災・安全）（重点）

島根県 126,760 

地域住民の生命・財産を守る総
合的な土砂災害対策の推進（防
災・安全）

島根県 461,021 

９　災害に強く、安全安心な暮
らしを守る市町村道の整備（防
災・安全）

松江市,浜田市,出雲市,益田市,大田市,安来
市,江津市,雲南市,奥出雲町,飯南町,川本
町,美郷町,邑南町,津和野町,吉賀町,海士
町,西ノ島町,知夫村,隠岐の島町,島根県

568,706 

１１　市町村道における通学路
の安全の確保（防災・安全）

松江市,浜田市,出雲市,邑南町,益田市,大田
市,安来市,江津市,雲南市,奥出雲町,飯南
町,美郷町,津和野町,海士町,西ノ島町,知夫
村,隠岐の島町,吉賀町,島根県

727,853 

利便性・安全性の向上を図るみ
なと整備（防災・安全）

島根県,海士町,松江市,西ノ島町,知夫村 70,500 



（島根県）
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

安全に安心して利用出来るみな
と整備（防災・安全）

島根県 106,000 

安全・安心な港湾海岸整備（防
災・安全）

島根県,松江市,隠岐の島町 30,500 

松江市における下水道事業の推
進（防災・安全）

松江市 39,750 

松江市における下水道施設の老
朽化対策の推進（防災・防安）

松江市 62,126 

浜田市における下水道事業の推
進（防災・安全）

浜田市 21,500 

出雲市都市公園における安全・
安心の推進（第２期）

出雲市 27,500 

出雲市における下水道施設の老
朽化対策の推進（防災・安全）

出雲市 7,950 

益田市都市公園長寿命化対策推
進計画その３（防災・安全）

益田市 13,500 

益田市における下水道事業の推
進（防災・安全）

益田市 6,000 

第２期大田市都市公園の安全で
安心できる公園利用環境の保全
（防災・安全）

大田市 18,400 

大田市における下水道事業の推
進（防災・安全）

大田市 60,000 

大田市における下水道施設の老
朽化対策の推進（防災・安全）

大田市 2,464 

安来市における下水道事業の推
進（防災・安全）

安来市 181,500 

江津市公園施設長寿命化対策推
進計画（防災・安全）

江津市 22,500 



（島根県）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

川越地区における復興まちづく
りの推進

江津市 62,200 

雲南市都市公園における安全・
安心の公園づくり[第２期]（防
災・安全）

雲南市 1,500 

雲南市における下水道事業の推
進（防災・安全）

雲南市 28,000 

奥出雲町における下水道事業の
推進（防災・安全）

奥出雲町 29,150 

美郷町における下水道事業の推
進（防災・安全）

美郷町 8,500 

邑南町における下水道事業の推
進（防災・安全）

邑南町 20,000 

津和野町における下水道施設の
老朽化対策の推進（防災・安
全）

津和野町 9,000 

隠岐の島町運動公園施設長寿命
化計画（防災・安全）

隠岐の島町 59,400 

10,957,600 

※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


