
徳 島 県

道 路 局



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：徳島県 (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 阿南市～徳島市 四国横断自動車道阿南四万十線（阿南～徳島東） 12,677

改築 国道32号 三好市 32号改築防災 55

改築 国道55号 小松島市～阿南市 阿南道路 37

改築 国道55号 阿南市 桑野道路 2,082

改築 国道55号 阿南市 福井道路 939

改築 国道55号 牟岐町 牟岐バイパス 1,950

改築 国道55号 海陽町 海部野根道路 640

改築 国道192号 徳島市 徳島南環状道路 994

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：徳島県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄国道

交通安全 国道32号 三好市 徳島32号交通安全対策 6 猫坊視距改良 6

小松島自転車通行環境整備（小松島市） 6

寒葉峠視距改良（牟岐町） 69

西井川視距改良（三好市） 135

辻歩道整備（三好市） 18

東みよし町役場前交差点改良（東みよし町） 56

山川堤外歩道整備（吉野川市） 136

桒村交差点改良（吉野川市） 69

神後交差点改良（吉野川市） 71

上下島歩道整備（吉野川市） 72

国道55号 小松島市、牟岐町 徳島55号交通安全対策 75

交通安全 国道192号
三好市、
東みよし町、
吉野川市

徳島192号交通安全対策 557

路線名 備考

交通安全



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：徳島県 (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28号 鳴門市 徳島28号電線共同溝 338 鳴門地区電線共同溝 338

八万地区電線共同溝（徳島市) 5

美波地区電線共同溝（美波町) 36

鮎喰地区電線共同溝 5

本町西地区電線共同溝 5

路線名 備考

電線共同溝 国道55号 徳島市、美波町

電線共同溝 国道192号 徳島市

41

10

徳島55号電線共同溝

徳島192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：徳島県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

補助事業

改築 （主） 徳島環状線 徳島市、藍住町 国府～藍住工区 231 徳島環状道路

改築 （主） 徳島環状線 徳島市 新浜～八万工区 28 徳島環状道路

改築 （都） 徳島東環状線 徳島市 末広～住吉工区 1,500 徳島環状道路

改築 （主） 阿南小松島線 小松島市 立江櫛渕工区 430

改築 （主） 阿南勝浦線 阿南市 渡り上り工区 520

改築 （一） 徳島津田インター線 徳島市 津田②工区 446

改築 （市） 山麓東西1号線 阿波市 (仮称)阿波スマートICアクセス 15

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：徳島県 (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195号 那賀町 日浦～大殿工区 49

土砂災害対策 国道438号 美馬市、つるぎ町 川上工区、河内工区 64

土砂災害対策 国道439号 三好市 菅生カイキアレ工区 22

土砂災害対策 国道492号 美馬市
口山～大北工区、三ツ木工区、大
佐古工区

168

土砂災害対策 (主) 徳島上那賀線 上勝町 正木～旭工区 26

土砂災害対策 (主) 石井神山線 神山町 阿野 21

土砂災害対策 (主) 山城東祖谷山線 三好市 松尾～田ノ内工区、善徳工区 65

土砂災害対策 (主) 日和佐上那賀線 那賀町 古屋～川俣 23

土砂災害対策 (一) 粟山殿野線 三好市 仏子～殿野 23

土砂災害対策 (一) 福井椿泊加茂前線 阿南市 宮ヶ谷～瀬井、大瀬井 49

土砂災害対策 (一) 竹ガ谷鷲敷線 那賀町 西納～相名 53

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：徳島県 (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) 西納大久保線 那賀町 請ノ谷 35

土砂災害対策 (一) 木沢上那賀線 那賀町 小畠工区 35

土砂災害対策 (一) 芥附海部線 海陽町 広岡 61

土砂災害対策 (一) 古屋日浦線 那賀町 花瀬 21



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：徳島県 (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 徳島県 徳島県無電柱化推進計画事業 280

(主)鳴門公園線(土佐泊浦工区)〔鳴門市〕、(主)徳島環
状線(福島～安宅工区)〔徳島市〕、(主)徳島鴨島線(吉
野本町～南田宮工区)〔徳島市〕、(主)沖ﾉ洲徳島本町
線(沖洲～安宅工区)〔徳島市〕



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：徳島県 (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） 徳島県 徳島県通学路緊急対策推進計画 216
岩脇小学校、長生小学校、伊沢小学校、岩倉小学
校、脇町小学校、生比奈小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 阿波市 徳島県阿波市通学路緊急対策推進計画 100 土成小学校



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：徳島県 (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 石井町 石井東部踏切道 石井町 48



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：徳島県 (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 徳島県 橋梁長寿命化修繕計画 2,937 別紙参照

道路メンテナンス事業 徳島県 トンネル長寿命化修繕計画 178 別紙参照

道路メンテナンス事業 徳島県 道路附属物等長寿命化修繕計画 104 別紙参照

道路メンテナンス事業 徳島市 橋梁長寿命化修繕計画 388 別紙参照

道路メンテナンス事業 鳴門市 橋梁長寿命化修繕計画 295 別紙参照

道路メンテナンス事業 小松島市 橋梁長寿命化修繕計画 33 別紙参照

道路メンテナンス事業 阿南市 橋梁長寿命化修繕計画 140 別紙参照

道路メンテナンス事業 吉野川市 橋梁長寿命化修繕計画 42 別紙参照

道路メンテナンス事業 阿波市 橋梁長寿命化修繕計画 102 別紙参照

道路メンテナンス事業 美馬市 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 三好市 橋梁長寿命化修繕計画 219 別紙参照

道路メンテナンス事業 三好市 トンネル長寿命化修繕計画 182 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：徳島県 (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 勝浦町 橋梁長寿命化修繕計画 87 別紙参照

道路メンテナンス事業 上勝町 橋梁長寿命化修繕計画 67 別紙参照

道路メンテナンス事業 佐那河内村 橋梁長寿命化修繕計画 47 別紙参照

道路メンテナンス事業 石井町 橋梁長寿命化修繕計画 73 別紙参照

道路メンテナンス事業 石井町 道路附属物等長寿命化修繕計画 6 別紙参照

道路メンテナンス事業 神山町 橋梁長寿命化修繕計画 80 別紙参照

道路メンテナンス事業 那賀町 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 那賀町 トンネル長寿命化修繕計画 8 別紙参照

道路メンテナンス事業 牟岐町 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 牟岐町 トンネル長寿命化修繕計画 27 別紙参照

道路メンテナンス事業 美波町 橋梁長寿命化修繕計画 61 別紙参照

道路メンテナンス事業 海陽町 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 海陽町 トンネル長寿命化修繕計画 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：徳島県 (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 松茂町 橋梁長寿命化修繕計画 34 別紙参照

道路メンテナンス事業 北島町 橋梁長寿命化修繕計画 12 別紙参照

道路メンテナンス事業 藍住町 橋梁長寿命化修繕計画 30 別紙参照

道路メンテナンス事業 板野町 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 上板町 橋梁長寿命化修繕計画 30 別紙参照

道路メンテナンス事業 つるぎ町 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 東みよし町 橋梁長寿命化修繕計画 63 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
徳島県

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

徳島県橋梁長寿命化修繕計画
徳島県 美波町 県道赤松由岐線 牛ノ谷橋 橋梁 修繕
徳島県 美波町 県道赤松由岐線 かぶす橋 橋梁 修繕
徳島県 海陽町 県道上皆津奥浦線 大坪橋 橋梁 修繕
徳島県 三好市 県道腕山宮石線 瀬戸内第3橋 橋梁 修繕
徳島県 三好市 県道腕山宮石線 瀬戸内第4橋 橋梁 修繕
徳島県 三好市 県道腕山宮石線 瀬戸内第9橋 橋梁 修繕
徳島県 三好市 県道腕山宮石線 無名2号橋 橋梁 修繕
徳島県 三好市 県道上名西宇線 竹采谷橋 橋梁 修繕
徳島県 三好市 県道栗山殿野線 河内橋 橋梁 修繕
徳島県 板野町 県道徳島引田線 板野大橋 橋梁 修繕
徳島県 板野町 県道徳島引田線 ランプ高架橋 橋梁 修繕
徳島県 板野町 県道鳴門池田線 富ノ谷橋 橋梁 修繕
徳島県 美波町 県道日浦野田線 影野橋 橋梁 修繕
徳島県 海陽町 県道久尾宍喰浦線 小谷橋 橋梁 修繕
徳島県 海陽町 県道久尾宍喰浦線 六万谷橋 橋梁 修繕
徳島県 美波町 県道日和佐上那賀線 大越7号橋 橋梁 修繕
徳島県 那賀町 県道日和佐上那賀線 谷山２号橋 橋梁 修繕
徳島県 三好市 国道319号 加茂２号橋 橋梁 修繕
徳島県 つるぎ町 国道438号 古見橋 橋梁 修繕
徳島県 つるぎ町 国道438号 木綿麻橋 橋梁 修繕
徳島県 三好市 国道439号 小川橋 橋梁 修繕
徳島県 三好市 国道439号 柿本橋 橋梁 修繕
徳島県 三好市 国道439号 京上大橋 橋梁 修繕
徳島県 三好市 国道439号 鎖谷橋 橋梁 修繕
徳島県 阿南市 阿南勝浦線 無名橋②歩道橋 橋梁 修繕
徳島県 石井町 県道板野川島線 中須橋 橋梁 修繕
徳島県 徳島市 県道勝浦佐那河内線 宮前橋 橋梁 修繕
徳島県 鳴門市 県道亀浦港櫛木線 小鳴門新橋 橋梁 修繕
徳島県 鳴門市 県道亀浦港櫛木線 堀越橋 橋梁 修繕
徳島県 石井町 県道高原石井線 第三立石橋 橋梁 修繕
徳島県 吉野川市 県道津田川島線 川島橋 橋梁 修繕
徳島県 東みよし町 県道出口太野線 角の浦大橋 橋梁 修繕
徳島県 小松島市 県道徳島小松島線 御玉橋 橋梁 修繕
徳島県 小松島市 県道徳島小松島線 大江田橋 橋梁 修繕
徳島県 藍住町 県道徳島引田線 南島田2号BOX橋 橋梁 修繕
徳島県 藍住町 県道徳島引田線 南島田BOX橋 橋梁 修繕
徳島県 美馬市 県道鳴門池田線 曽江谷橋 橋梁 修繕
徳島県 鳴門市 県道鳴門池田線 板東谷橋 橋梁 修繕
徳島県 鳴門市 県道鳴門公園線 小鳴門大橋 橋梁 修繕
徳島県 鳴門市 県道鳴門公園線 桑島跨道1号橋 橋梁 修繕
徳島県 鳴門市 県道鳴門公園線 桑島跨道2号橋 橋梁 修繕
徳島県 徳島市 県道鳴門徳島自転車道線 川内橋 橋梁 修繕
徳島県 石井町 県道西麻植下浦線 浦庄南橋 橋梁 修繕
徳島県 吉野川市 県道二宮山川線 東谷橋 橋梁 修繕
徳島県 吉野川市 県道仁賀木山瀬停車場線 中の名 橋梁 修繕
徳島県 藍住町 県道桧藍住線 奥野小橋 橋梁 修繕
徳島県 阿波市 県道船戸切幡上板線 岩津橋 橋梁 修繕
徳島県 東みよし町 県道三加茂三好線 三三大橋 橋梁 修繕
徳島県 徳島市 県道宮倉徳島線 江田陸橋 橋梁 修繕
徳島県 徳島市 県道宮倉徳島線 原浦橋 橋梁 修繕
徳島県 美波町 県道由岐停車場線 岡崎橋 橋梁 修繕
徳島県 阿南市 県道阿南勝浦線 持井橋 橋梁 修繕
徳島県 阿南市 県道阿南小松島線 吉井橋 橋梁 修繕
徳島県 小松島市 県道阿南小松島線 赤石橋(側道橋) 橋梁 修繕
徳島県 小松島市 県道阿南小松島線 平成橋 橋梁 修繕
徳島県 阿南市 県道阿南那賀川線 大京原橋 橋梁 修繕
徳島県 阿南市 県道阿南那賀川線 富岡新橋 橋梁 修繕
徳島県 阿南市 県道阿南鷲敷日和佐線 大井小橋 橋梁 修繕
徳島県 鳴門市 県道粟津港線 大里橋 橋梁 修繕
徳島県 阿南市 県道羽ノ浦福井線 新大地橋 橋梁 修繕
徳島県 阿南市 県道羽ノ浦福井線 那賀川橋 橋梁 修繕
徳島県 徳島市 県道沖ノ洲埠頭線 東吉野2丁目BOX橋 橋梁 修繕
徳島県 海陽町 県道芥附海部線 上広岡橋 橋梁 修繕
徳島県 東みよし町 県道丸亀三好線 若明寺橋 橋梁 修繕
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徳島県 東みよし町 県道丸亀三好線 東山口橋 橋梁 修繕
徳島県 徳島市 県道鬼篭野国府線 南丁桟道橋 橋梁 修繕
徳島県 徳島市 県道鬼籠野国府線 一宮橋 橋梁 修繕
徳島県 徳島市 県道鬼籠野国府線 舟戸下橋 橋梁 修繕
徳島県 海陽町 県道久尾宍喰浦線 広岡橋 橋梁 修繕
徳島県 徳島市 県道宮倉徳島線 界橋 橋梁 修繕
徳島県 徳島市 県道宮倉徳島線 原橋(北側歩道橋) 橋梁 修繕
徳島県 徳島市 県道宮倉徳島線 地蔵小橋 橋梁 修繕
徳島県 徳島市 県道宮倉徳島線 法花大橋 橋梁 修繕
徳島県 美馬市 県道穴吹塩之江線 横倉橋 橋梁 修繕
徳島県 那賀町 県道古屋日浦線 葛ヶ谷橋 橋梁 修繕
徳島県 那賀町 県道古屋日浦線 双股橋 橋梁 修繕
徳島県 徳島市 県道古川長原港線 若宮1号橋 橋梁 修繕
徳島県 三好市 県道込野観音寺線 新5 橋梁 修繕
徳島県 三好市 県道三縄停車場黒沢線 出合橋 橋梁 修繕
徳島県 三好市 県道三縄停車場黒沢線 上日浦橋 橋梁 修繕
徳島県 三好市 県道山城東祖谷山線 大西橋 橋梁 修繕
徳島県 阿波市 県道市場学停車場線 阿波麻植大橋 橋梁 修繕
徳島県 阿波市 県道市場学停車場線 香美橋 橋梁 修繕
徳島県 東みよし町 県道芝生中庄線 東三好橋 橋梁 修繕
徳島県 小松島市 県道小松島港線 新橋 橋梁 修繕
徳島県 小松島市 県道小松島港南小松島停車線 八千代橋 橋梁 修繕
徳島県 小松島市 県道小松島佐那河内線 日開野小橋 橋梁 修繕
徳島県 小松島市 県道小松島佐那河内線 野上橋 橋梁 修繕
徳島県 つるぎ町 県道小谷西端山線 萬歳橋 橋梁 修繕
徳島県 藍住町 県道松茂吉野線 勝瑞跨線橋 橋梁 修繕
徳島県 藍住町 県道松茂吉野線 新敷地橋 橋梁 修繕
徳島県 藍住町 県道松茂吉野線 新本村橋 橋梁 修繕
徳島県 藍住町 県道松茂吉野線 本村小橋 橋梁 修繕
徳島県 藍住町 県道松茂吉野線 藍園橋(歩道部上り) 橋梁 修繕
徳島県 海陽町 県道上皆津奥浦線 岡本橋 橋梁 修繕
徳島県 海陽町 県道上皆津奥浦線 村山橋 橋梁 修繕
徳島県 つるぎ町 県道上蓮小野線 半田橋 橋梁 修繕
徳島県 勝浦町 県道新浜勝浦線 椿谷橋 橋梁 修繕
徳島県 神山町 県道神山鮎喰線 橘谷橋(新) 橋梁 修繕
徳島県 神山町 県道神山鮎喰線 方子橋 橋梁 修繕
徳島県 神山町 県道神山国府線 行者野橋 橋梁 修繕
徳島県 神山町 県道神山川島線 第3鍋岩橋 橋梁 修繕
徳島県 那賀町 県道西納大久保橋 小屋谷橋 橋梁 修繕
徳島県 石井町 県道石井引田線 六条大橋 橋梁 修繕
徳島県 阿波市 県道切幡川島線 大野島橋 橋梁 修繕
徳島県 松茂町 県道川内大代線 大正橋 橋梁 修繕
徳島県 松茂町 県道川内大代線 第3号橋 橋梁 修繕
徳島県 阿波市 県道船戸切幡上板線 大場橋 橋梁 修繕
徳島県 美馬市 県道多和脇線 中川原橋 橋梁 修繕
徳島県 美馬市 県道端山調子野線 紺屋橋 橋梁 修繕
徳島県 美馬市 県道中野木屋平線 不動橋 橋梁 修繕
徳島県 松茂町 県道長原港線 八丁野橋 橋梁 修繕
徳島県 阿波市 県道津田川島線 千田橋 橋梁 修繕
徳島県 美馬市 県道田方穴吹線 岩成橋 橋梁 修繕
徳島県 美馬市 県道田方穴吹線 大内谷橋 橋梁 修繕
徳島県 徳島市 県道徳島引田線 庄町Box橋 橋梁 修繕
徳島県 徳島市 県道徳島引田線 蔵本跨線橋 (A2橋台) 橋梁 修繕
徳島県 板野町 県道徳島引田線 大坂谷橋 橋梁 修繕
徳島県 徳島市 県道徳島引田線 田宮川橋 橋梁 修繕
徳島県 板野町 県道徳島引田線 板野跨線橋（車道） 橋梁 修繕
徳島県 徳島市 県道徳島引田線 不動橋(車道部) 橋梁 修繕
徳島県 徳島市 県道徳島引田線 名田橋 橋梁 修繕
徳島県 徳島市 県道徳島環状線 阿波しらさぎ大橋 橋梁 修繕
徳島県 徳島市 県道徳島環状線 共栄橋 橋梁 修繕
徳島県 徳島市 県道徳島環状線 国府跨線橋[西](本橋) 橋梁 修繕
徳島県 徳島市 県道徳島環状線 国府跨線橋[東](本橋) 橋梁 修繕
徳島県 徳島市 県道徳島環状線 昭和ﾗﾝﾌﾟ加速車線橋 橋梁 修繕
徳島県 北島町 県道徳島環状線 鯛の浜橋 橋梁 修繕
徳島県 徳島市 県道徳島環状線 府中橋 橋梁 修繕
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徳島県 徳島市 県道徳島環状線 北島応神橋 橋梁 修繕
徳島県 徳島市 県道徳島環状線 末広高架1号橋 橋梁 修繕
徳島県 徳島市 県道徳島環状線 末広高架2号橋 橋梁 修繕
徳島県 徳島市 県道徳島環状線 末広大橋 橋梁 修繕
徳島県 石井町 県道徳島吉野線 高瀬橋 橋梁 修繕
徳島県 徳島市 県道徳島小松島線 勝浦浜橋(旧) 橋梁 修繕
徳島県 小松島市 県道徳島小松島線 勢合橋 橋梁 修繕
徳島県 勝浦町 県道徳島上那賀線 黄檗橋 橋梁 修繕
徳島県 上勝町 県道徳島上那賀線 新傍示橋 橋梁 修繕
徳島県 勝浦町 県道徳島上那賀線 生名谷橋(車道部) 橋梁 修繕
徳島県 勝浦町 県道徳島上那賀線 第1坂本橋 橋梁 修繕
徳島県 勝浦町 県道徳島上那賀線 朝日橋 橋梁 修繕
徳島県 勝浦町 県道徳島上那賀線 与川内橋 橋梁 修繕
徳島県 鳴門市 県道徳島北灘線 2号橋 橋梁 修繕
徳島県 鳴門市 県道徳島北灘線 川崎橋 橋梁 修繕
徳島県 徳島市 県道徳島鳴門線 吉野川橋 橋梁 修繕
徳島県 鳴門市 県道徳島鳴門線 明治橋 橋梁 修繕
徳島県 吉野川市 県道二宮山川線 中谷橋(2) 橋梁 修繕
徳島県 阿南市 県道日和佐小野線 辺川橋 橋梁 修繕
徳島県 那賀町 県道日和佐上那賀線 ハシガ谷橋 橋梁 修繕
徳島県 美馬市 県道美馬貞光線 轟橋 橋梁 修繕
徳島県 藍住町 県道桧藍住線 前川橋 橋梁 修繕
徳島県 徳島市 県道富吉久木線 榎瀬橋 橋梁 修繕
徳島県 鳴門市 県道北島池谷停車場線 堀江西2号橋 橋梁 修繕
徳島県 鳴門市 県道北島池谷停車場線 堀江西9号橋 橋梁 修繕
徳島県 牟岐町 県道牟岐海南線 平野橋 橋梁 修繕
徳島県 鳴門市 県道鳴門公園線 桑島跨道3号橋 橋梁 修繕
徳島県 鳴門市 県道鳴門公園線 高島高架橋 橋梁 修繕
徳島県 鳴門市 県道鳴門公園線 小鳴門橋 橋梁 修繕
徳島県 上板町 県道鳴門池田線 神宅橋 橋梁 修繕
徳島県 上板町 県道鳴門池田線 光源寺橋 橋梁 修繕
徳島県 美馬市 県道鳴門池田線 吉田谷橋 橋梁 修繕
徳島県 美馬市 県道鳴門池田線 玉振谷橋 橋梁 修繕
徳島県 阿波市 県道鳴門池田線 大久保谷橋 橋梁 修繕
徳島県 小松島市 県道和田島赤石線 太田橋 橋梁 修繕
徳島県 海陽町 国道193号 大谷橋 橋梁 修繕
徳島県 那賀町 国道193号 府殿2号橋 橋梁 修繕
徳島県 那賀町 国道193号 平谷2号橋 橋梁 修繕
徳島県 神山町 国道193号 北谷3号橋 橋梁 修繕
徳島県 那賀町 国道193号 無名２橋 橋梁 修繕
徳島県 那賀町 国道195号 拍子ヶ谷橋 橋梁 修繕
徳島県 那賀町 国道195号 下椎ノ尾橋 橋梁 修繕
徳島県 那賀町 国道195号 境橋 橋梁 修繕
徳島県 阿南市 国道195号 桑野橋 橋梁 修繕
徳島県 那賀町 国道195号 市宇橋(旧道) 橋梁 修繕
徳島県 那賀町 国道195号 助4号橋 橋梁 修繕
徳島県 那賀町 国道195号 助5号橋 橋梁 修繕
徳島県 那賀町 国道195号 助6号橋 橋梁 修繕
徳島県 那賀町 国道195号 上北川1号橋 橋梁 修繕
徳島県 那賀町 国道195号 上北川2号橋 橋梁 修繕
徳島県 那賀町 国道195号 西ノ谷橋 橋梁 修繕
徳島県 那賀町 国道195号 長安橋 橋梁 修繕
徳島県 那賀町 国道195号 天神橋 橋梁 修繕
徳島県 那賀町 国道195号 百合橋 橋梁 修繕
徳島県 那賀町 国道195号 柳瀬小橋 橋梁 修繕
徳島県 吉野川市 国道318号 阿波中央橋 橋梁 修繕
徳島県 美馬市 国道438号 18号橋 橋梁 修繕
徳島県 つるぎ町 国道438号 一宇橋 橋梁 修繕
徳島県 つるぎ町 国道438号 河内橋 橋梁 修繕
徳島県 美馬市 国道438号 元河橋 橋梁 修繕
徳島県 つるぎ町 国道438号 源氏谷橋（旧橋） 橋梁 修繕
徳島県 神山町 国道438号 高根谷橋 橋梁 修繕
徳島県 神山町 国道438号 上山橋 橋梁 修繕
徳島県 神山町 国道438号 上山大橋 橋梁 修繕
徳島県 美馬市 国道438号 西平谷橋 橋梁 修繕
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徳島県 神山町 国道438号 第1本根川橋 橋梁 修繕
徳島県 美馬市 国道438号 鍋倉大橋 橋梁 修繕
徳島県 つるぎ町 国道438号 八丁坂橋 橋梁 修繕
徳島県 美馬市 国道438号 美幸橋 橋梁 修繕
徳島県 つるぎ町 国道438号 別所谷橋 橋梁 修繕
徳島県 つるぎ町 国道438号 名沢谷橋 橋梁 修繕
徳島県 三好市 国道439号 黒谷橋 橋梁 修繕
徳島県 三好市 国道439号 第三新居屋橋 橋梁 修繕
徳島県 美馬市 国道492号 第一高橋 橋梁 修繕
徳島県 三好市 県道山城東祖谷山線 出合橋 橋梁 更新
徳島県 神山町 県道石井神山線 長瀬橋 橋梁 更新
徳島県 点検計画

徳島県トンネル長寿命化修繕計画
徳島県 三好市 県道山城東祖谷線 善徳２号トンネル トンネル 修繕
徳島県 上勝町 県道徳島上那賀線 八重地トンネル トンネル 修繕
徳島県 那賀町 国道193号 折宇トンネル トンネル 修繕
徳島県 那賀町 国道193号 木沢トンネル トンネル 修繕
徳島県 那賀町 国道193号 平谷２号トンネル トンネル 修繕
徳島県 阿南市 県道阿南小松島線 加茂谷トンネル トンネル 修繕
徳島県 三好市 県道山城東祖谷線 善徳１号トンネル トンネル 修繕
徳島県 海陽町 県道久尾宍喰浦線 猪ノ鼻トンネル トンネル 修繕
徳島県 三好市 県道西祖谷山山城線 祖谷トンネル トンネル 修繕
徳島県 勝浦町 県道徳島上那賀線 旧坂本トンネル トンネル 修繕
徳島県 上勝町 県道徳島上那賀線 傍示トンネル トンネル 修繕
徳島県 那賀町 県道日和佐上那賀線 クボノトンネル トンネル 修繕
徳島県 那賀町 国道193号 旧府殿トンネル トンネル 修繕
徳島県 那賀町 国道193号 上海川１号トンネル トンネル 修繕
徳島県 那賀町 国道193号 上海川２号トンネル トンネル 修繕
徳島県 那賀町 国道193号 大釜トンネル トンネル 修繕
徳島県 那賀町 国道195号 四ツ足峠トンネル トンネル 修繕
徳島県 那賀町 国道195号 小見野々トンネル トンネル 修繕
徳島県 那賀町 国道195号 新九文名トンネル トンネル 修繕
徳島県 那賀町 国道195号 長安第１トンネル トンネル 修繕
徳島県 那賀町 国道195号 長安第２トンネル トンネル 修繕

徳島県道路附属物等長寿命化修繕計画
徳島県 上板町 県道松茂吉野線 東光横断歩道橋 道路附属物等 修繕
徳島県 小松島市 県道徳島小松島線 小松島横断歩道橋 道路附属物等 修繕
徳島県 徳島市 県道徳島停車場線 元町一丁目歩道橋 道路附属物等 修繕
徳島県 徳島市 県道徳島小松島線 昭和町五丁目歩道橋 道路附属物等 修繕
徳島県 板野町 県道徳島引田線 板野横断歩道橋 道路附属物等 修繕
徳島県 徳島市 県道徳島引田線 北島田三丁目歩道橋 道路附属物等 修繕
徳島県 徳島市 県道徳島引田線 不動町歩道橋 道路附属物等 修繕
徳島県 北島町 県道松茂吉野線 北島横断歩道橋 道路附属物等 修繕
徳島県 板野町 県道松茂吉野線 下ノ庄横断歩道橋 道路附属物等 修繕
徳島県 阿南市 県道坂野羽ﾉ浦線 羽ノ浦歩道橋 道路附属物等 修繕
徳島県 小松島市 県道徳島小松島線 東洋紡績前歩道橋 道路附属物等 修繕
徳島県 那賀町 国道193号 下御所ロックシェッド 道路附属物等 修繕
徳島県 徳島市 国道438号 大道一丁目歩道橋 道路附属物等 修繕
徳島県 鳴門市 県道亀浦港櫛木線 道路標識１１ 道路附属物等 更新
徳島県 鳴門市 県道鳴門池田線 道路標識３２ 道路附属物等 更新
徳島県 鳴門市 県道鳴門公園線 道路標識３３ 道路附属物等 更新

徳島市橋梁長寿命化修繕計画
徳島市 徳島市 合仁木・花折谷線 縄手橋 橋梁 修繕
徳島市 徳島市 石舟橋・八多山線 石舟谷川２号橋 橋梁 修繕
徳島市 徳島市 鹿ノ首・殿蔵線 鹿ノ首南１号橋 橋梁 修繕
徳島市 徳島市 鹿ノ首・殿蔵線 鹿ノ首南２号橋 橋梁 修繕
徳島市 徳島市 栗木谷線 栗木谷１号橋 橋梁 修繕
徳島市 徳島市 栗木谷線 栗木谷２号橋 橋梁 修繕
徳島市 徳島市 塚田・宮ノ本線 宮ノ本橋 橋梁 修繕
徳島市 徳島市 西須賀中開4号線 中開北橋 橋梁 修繕
徳島市 徳島市 入田・一宮線 西丁川北橋 橋梁 修繕
徳島市 徳島市 野田坪北線 野田坪橋 橋梁 修繕
徳島市 徳島市 平石古田4号線 古田西2号橋 橋梁 修繕
徳島市 徳島市 宮谷・山田線 無名橋 橋梁 修繕
徳島市 徳島市 宮ノ下・北内線 多家良北内橋 橋梁 修繕
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徳島市 徳島市 森時橋・西大平線 西大平東橋 橋梁 修繕
徳島市 徳島市 米津中央線 米津4号橋 橋梁 修繕
徳島市 徳島市 米津東２号橋 米津７号橋 橋梁 修繕
徳島市 徳島市 和田中央線 居内1号橋 橋梁 修繕
徳島市 徳島市 市道相生橋通り線 相生橋 橋梁 修繕
徳島市 徳島市 市道岩名線 岩名北橋 橋梁 修繕
徳島市 徳島市 市道大野・山城線 新川橋 橋梁 修繕
徳島市 徳島市 市道北岩延・花園線 池尻２号橋 橋梁 修繕
徳島市 徳島市 市道西大工町・佐古線 佐古橋 橋梁 修繕
徳島市 徳島市 市道西丁2号線 紅葉橋 橋梁 修繕
徳島市 徳島市 市道西丁2号線 紅葉山１号橋 橋梁 修繕
徳島市 徳島市 市道西町4丁目1号線 関の橋 橋梁 修繕
徳島市 徳島市 市道入田・一宮線 海先２号橋 橋梁 修繕
徳島市 徳島市 市道入田春日橋線 入田春日橋 橋梁 修繕
徳島市 徳島市 市道日浦谷線 日浦橋 橋梁 修繕
徳島市 徳島市 神ノ前・下地・池ノ内線 下地橋 橋梁 更新
徳島市 徳島市 北沖2丁目北2号線 北沖洲北8号橋 橋梁 更新
徳島市 徳島市 市道徳島・助任橋線 助任橋 橋梁 更新
徳島市 徳島市 矢野・西矢野線 北内南2号橋 橋梁 更新
徳島市 点検計画

鳴門市橋梁長寿命化修繕計画
鳴門市 鳴門市 市道板東中央線 板東橋 橋梁 修繕
鳴門市 鳴門市 市道牛屋島北島線 牛屋島橋 橋梁 修繕
鳴門市 鳴門市 市道共栄橋線 共栄橋 橋梁 修繕
鳴門市 鳴門市 市道高島昌住寺線 高島昌住寺線1号橋 橋梁 修繕
鳴門市 鳴門市 市道土佐泊浦大毛東6号線 土佐泊浦大毛東6号線1号橋 橋梁 修繕
鳴門市 鳴門市 市道徳長北6号線 徳長北6号線1号橋 橋梁 修繕
鳴門市 鳴門市 市道日出2号線 日出2号線1号橋 橋梁 修繕
鳴門市 鳴門市 市道板東藍住線 板東跨線橋 橋梁 修繕
鳴門市 鳴門市 市道文化橋線 文化橋 橋梁 修繕
鳴門市 鳴門市 市道明神大津線 木津神橋 橋梁 修繕
鳴門市 鳴門市 市道精華幼稚園東線 精華幼稚園東線１号橋 橋梁 更新
鳴門市 点検計画

小松島市橋梁長寿命化修繕計画
小松島市 小松島市 幹線日ノ峰公園線 幹線日ノ峰公園線第1号橋（弥生橋） 橋梁 修繕
小松島市 小松島市 江田1号線 江田1号線第1号橋（江田潜水橋） 橋梁 修繕
小松島市 小松島市 芝生13号線 芝生13号線第1号橋 橋梁 修繕
小松島市 小松島市 中郷11号線 中郷11号線第1号橋（露ノ本橋） 橋梁 修繕
小松島市 小松島市 中郷14号線 中郷14号線第4号橋（菖蒲田橋） 橋梁 修繕
小松島市 点検計画

阿南市橋梁長寿命化修繕計画
阿南市 阿南市 市道伊島前島線 前島橋 橋梁 修繕
阿南市 阿南市 市道太龍寺線 龍山橋 橋梁 修繕
阿南市 阿南市 市道谷紺屋線 谷橋 橋梁 修繕
阿南市 阿南市 市道富岡横見線 横見橋 橋梁 修繕
阿南市 阿南市 市道畑田幹線 畑田４号橋 橋梁 修繕
阿南市 阿南市 市道剣谷九ノ坪線 南傍示橋 橋梁 修繕
阿南市 阿南市 市道大橋線 平山１号橋 橋梁 修繕
阿南市 点検計画

吉野川市橋梁長寿命化修繕計画
吉野川市 吉野川市 宮倉３号線 大神橋 橋梁 修繕
吉野川市 吉野川市 宮間6号線 麻名幹北19号橋 橋梁 修繕
吉野川市 吉野川市 宗田２号線 宗田橋 橋梁 修繕
吉野川市 吉野川市 杉尾・松本線 貞末橋 橋梁 修繕
吉野川市 吉野川市 西麻植新田・前須賀線 麻名幹8号橋 橋梁 修繕
吉野川市 吉野川市 湯下・古土地線 鎌谷1号橋 橋梁 修繕
吉野川市 点検計画

阿波市橋梁長寿命化修繕計画
阿波市 阿波市 池田御幸ノ北線 指谷橋（池田御幸ノ北線） 橋梁 修繕
阿波市 阿波市 大規模幹線農道線 西ノ宮2号橋 橋梁 修繕
阿波市 阿波市 東長峰北西谷線 長峰大橋 橋梁 修繕
阿波市 阿波市 阿讃山麓線 伊沢谷川橋 橋梁 修繕
阿波市 点検計画

美馬市橋梁長寿命化修繕計画
美馬市 美馬市 市道脇町333号線 ふれあい橋 橋梁 修繕
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美馬市 美馬市 市道脇町37号線 宮井橋 橋梁 修繕
美馬市 美馬市 市道脇町39号線 赤谷橋 橋梁 修繕
美馬市 美馬市 市道脇町501号線 広棚橋 橋梁 修繕
美馬市 点検計画

三好市橋梁長寿命化修繕計画
三好市 三好市 供養地水木線 水木橋 橋梁 修繕
三好市 三好市 黒川線 赤谷橋 橋梁 修繕
三好市 三好市 テウト谷線 テウト橋 橋梁 修繕
三好市 三好市 羽瀬線 羽瀬第二橋 橋梁 修繕
三好市 三好市 塩塚1号線 第五箸ヶ谷橋 橋梁 修繕
三好市 三好市 境谷大谷線 安瀬地橋 橋梁 修繕
三好市 三好市 三樫尾線 三樫尾第3床版橋 橋梁 修繕
三好市 三好市 西宇1号線 中内橋 橋梁 修繕
三好市 三好市 泉線 泉橋 橋梁 修繕
三好市 三好市 大西線 大西線6号橋 橋梁 修繕
三好市 三好市 辻高なでしこ橋線 関帯橋 橋梁 修繕
三好市 三好市 白川３号線 妙見橋 橋梁 修繕
三好市 三好市 尾後線 第3尾後橋 橋梁 修繕
三好市 三好市 平山線 三樫尾第7床版橋 橋梁 修繕
三好市 三好市 北谷線 新田橋 橋梁 修繕
三好市 三好市 明瀬線 第1明瀬橋 橋梁 修繕
三好市 三好市 野呂内猪鼻線 小谷橋 橋梁 修繕
三好市 三好市 境谷大谷線 白川橋 橋梁 撤去
三好市 点検計画

三好市トンネル長寿命化修繕計画
三好市 三好市 浦ﾉ谷平線 美馬峠隧道 トンネル 修繕

勝浦町橋梁長寿命化修繕計画
勝浦町 勝浦町 町道久国中央線 久国中央第1橋 橋梁 修繕
勝浦町 勝浦町 町道生名桧岳線 生名桧岳第2橋 橋梁 修繕
勝浦町 勝浦町 町道与川内押栗線 与川内押栗橋 橋梁 修繕
勝浦町 勝浦町 星谷中央線 星谷橋 橋梁 更新
勝浦町 勝浦町 生名中央線 生名東橋 橋梁 更新
勝浦町 点検計画

上勝町橋梁長寿命化修繕計画
上勝町 上勝町 町道剣山線 落合橋 橋梁 修繕
上勝町 上勝町 町道剣山線 落合橋（側道） 橋梁 修繕
上勝町 上勝町 町道福川福原線 藤川橋 橋梁 修繕
上勝町 上勝町 町道福川福原線 藤川橋（側道） 橋梁 修繕
上勝町 上勝町 町道剣山線 大北小橋 橋梁 更新
上勝町 点検計画

佐那河内村橋梁長寿命化修繕計画
佐那河内村 佐那河内村 村道田中西線 谷橋 橋梁 修繕
佐那河内村 佐那河内村 村道徳円寺線 滝見橋 橋梁 修繕
佐那河内村 佐那河内村 村道徳円寺線 杖立下橋 橋梁 修繕
佐那河内村 佐那河内村 村道根郷線 ドフドフ原下橋 橋梁 修繕
佐那河内村 佐那河内村 村道田野々線 滝ノ宮橋 橋梁 修繕
佐那河内村 佐那河内村 村道南浦線 平地橋 橋梁 修繕
佐那河内村 点検計画

石井町橋梁長寿命化修繕計画
石井町 石井町 町道石井225号線 麻名高川原35号橋 橋梁 修繕
石井町 石井町 町道白鳥102号線 第十二白鳥橋 橋梁 修繕
石井町 石井町 町道加茂野26号線 加茂野2号橋 橋梁 修繕
石井町 石井町 町道桜間25号線 旧飯尾川橋 橋梁 修繕
石井町 石井町 町道高川原21号線 第2川田橋 橋梁 修繕
石井町 石井町 町道高原103号線 麻名引水3号橋 橋梁 修繕
石井町 石井町 町道高原20号線 麻名引水1号橋 橋梁 修繕
石井町 石井町 町道高原41号線 麻名国実12号橋 橋梁 修繕
石井町 石井町 町道高川原75号線 麻名高川原31号橋 橋梁 修繕
石井町 石井町 町道上浦9号線 張橋 橋梁 修繕
石井町 石井町 町道西覚円61号線 神宮入江1号橋 橋梁 修繕
石井町 石井町 町道内谷39号線 第五内谷橋 橋梁 修繕
石井町 点検計画

石井町道路附属物等長寿命化修繕計画
石井町 石井町 町道高川原181号線 高川原小学校歩道橋 道路附属物等 修繕

神山町橋梁長寿命化修繕計画



令和４年度　箇所表 別紙

※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成
徳島県

事業主体名 市町村名 路線名 構造物名 構造物種別 事業種別

神山町 神山町 町道大埜地線 文化橋 橋梁 修繕
神山町 神山町 町道中分露田線 森の前橋 橋梁 修繕
神山町 神山町 町道青井夫谷線 神川橋 橋梁 修繕
神山町 点検計画

那賀町橋梁長寿命化修繕計画
那賀町 那賀町 内山線 内山橋 橋梁 修繕
那賀町 那賀町 寒谷線 寒谷３号橋 橋梁 修繕
那賀町 那賀町 拝宮谷線 栗坂橋 橋梁 修繕
那賀町 那賀町 拝宮谷線 西ノ谷橋 橋梁 修繕
那賀町 那賀町 平谷上ノ内線 宮ヶ谷橋 橋梁 修繕
那賀町 那賀町 平谷大殿線 平谷橋 橋梁 修繕
那賀町 点検計画

那賀町トンネル長寿命化修繕計画
那賀町 那賀町 坂州追立線 追立２号トンネル トンネル 修繕

牟岐町橋梁長寿命化修繕計画
牟岐町 牟岐町 町道赤水平野線 いとり橋 橋梁 修繕
牟岐町 牟岐町 町道小松線 一の久保橋 橋梁 修繕
牟岐町 点検計画

牟岐町トンネル長寿命化修繕計画
牟岐町 牟岐町 町道玉笠線 奥谷トンネル トンネル 修繕
牟岐町 牟岐町 町道白木古江線 松坂トンネル トンネル 修繕

美波町橋梁長寿命化修繕計画
美波町 美波町 町道　外の牟井線 高倉橋 橋梁 修繕
美波町 点検計画

海陽町橋梁長寿命化修繕計画
海陽町 海陽町 町道粟ノ浦線 粟浦口橋 橋梁 修繕
海陽町 海陽町 町道浅川大山線 大畠橋 橋梁 修繕
海陽町 海陽町 町道影畠２号線 田中橋 橋梁 修繕
海陽町 海陽町 町道川又大比線 川又２号橋 橋梁 修繕
海陽町 海陽町 町道吹越線 藤谷橋 橋梁 修繕
海陽町 点検計画

海陽町トンネル長寿命化修繕計画
海陽町 海陽町 玉笠線 奥谷トンネル トンネル 修繕

松茂町橋梁長寿命化修繕計画
松茂町 松茂町 町道笹木野33号線 笹木野33号線1号橋 橋梁 修繕
松茂町 松茂町 町道笹木野34号線 笹木野34号線2号橋 橋梁 修繕
松茂町 松茂町 町道笹木野36号線 笹木野36号線1号橋 橋梁 修繕
松茂町 松茂町 町道松茂13号線 松茂13号線7号橋 橋梁 修繕
松茂町 松茂町 町道松茂3号線 松茂3号線3号橋 橋梁 修繕
松茂町 松茂町 町道福有13号線 福有13号線1号橋 橋梁 修繕
松茂町 松茂町 町道豊岡2号線 豊岡2号線1号橋 橋梁 更新
松茂町 点検計画

北島町橋梁長寿命化修繕計画
北島町 北島町 町道73号線 町道32号橋 橋梁 修繕
北島町 点検計画

藍住町橋梁長寿命化修繕計画
藍住町 藍住町 町道徳命中富線 中富大橋 橋梁 修繕
藍住町 点検計画

板野町橋梁長寿命化修繕計画
板野町 板野町 町道1021号線 314号橋 橋梁 修繕
板野町 点検計画

上板町橋梁長寿命化修繕計画
上板町 上板町 町道127号線 町道99号橋 橋梁 修繕
上板町 上板町 町道156号線 町道115号橋 橋梁 修繕
上板町 上板町 町道158号線 町道121号橋 橋梁 修繕
上板町 上板町 町道234号線 町道170号橋 橋梁 修繕
上板町 上板町 町道60号線 町道57号橋 橋梁 修繕
上板町 点検計画

つるぎ町橋梁長寿命化修繕計画
つるぎ町 つるぎ町 町道田井木ノ内線 木ノ内橋 橋梁 修繕
つるぎ町 つるぎ町 町道堂平広沢線 堂平広沢線1号橋 橋梁 修繕
つるぎ町 つるぎ町 町道八幡橋線 八幡橋 橋梁 修繕
つるぎ町 点検計画

東みよし町橋梁長寿命化修繕計画
東みよし町 東みよし町 旧道西町線 美濃田橋 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
徳島県

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

東みよし町 東みよし町 庚申松下線 長迫橋 橋梁 修繕
東みよし町 東みよし町 東山公民館線 小見橋 橋梁 修繕
東みよし町 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：徳島県 単位：百万円

「儲かる」観光「儲ける」林業　美馬市再生計画 美馬市 120

地域資源の付加価値を高める徳島東部地域活性化計画
上勝町
勝浦町

25

那賀川流域の森林資源（木頭杉）を活かした地域活性化計画 那賀町 50

森林と共に安全安心に住み続けることができるまちづくり計画 海陽町 35

「林業活性化」と「安心里山づくり」計画 つるぎ町 5

地域資源を活かし、未来へつなぐ持続可能なまちづくり
三好市

東みよし町
155

　小　計 390

※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



徳 島 県

水管理・国土保全局



令和４年度当初予算　河川事業（直轄・徳島県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

吉野川 吉野川 一般河川改修事業 2,732　 徳島市
とくしまし

、美馬市
みまし

、東
ひがし

みよし町
ちょう

、松茂町
まつしげちょう

、北島町
きたじまちょう

那賀川 那賀川 一般河川改修事業 1,031　 阿南市
あなんし

吉野川 吉野川 河川都市基盤整備事業 484　 つるぎ町
ちょう

、松茂町
まつしげちょう

吉野川 吉野川 河川工作物関連応急対策事業 170　 美馬市
み ま し

那賀川 那賀川 河川工作物関連応急対策事業 111　 阿南市
あ な ん し

吉野川 総合水系環境整備事業 142　
≪徳島県
とく しまけん

≫鳴門市
な る と し

、藍住町
あいずみちょう

≪高知県
こ う ち けん

≫土佐町
と さ ち ょ う

、大川村
おおかわむら

那賀川 総合水系環境整備事業 38　 阿南市
あ な ん 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・徳島県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

吉野川 撫養川 事業間連携河川事業 180　 鳴門市
な る と し

那賀川 那賀川 事業間連携河川事業 320　 阿南市
あ な ん し

、那賀町
なか ち ょ う

日和佐川 日和佐川 事業間連携河川事業 70　 美波町
みなみちょう

吉野川 多々羅川 大規模特定河川事業 80　 徳島市
と く し ま し

那賀川 那賀川 大規模特定河川事業 50　 那賀町
なか ち ょ う

立江川 立江川 大規模特定河川事業 150　 小松島市
こ ま つ し ま し

福井川 福井川 大規模特定河川事業 150　 阿南市
あ な ん し

海部川 善蔵川 大規模特定河川事業 100　 海陽町
かいようちょう

吉野川　外 飯尾川　外 河川メンテナンス事業 220　 ※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・徳島県）

※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

徳島市
と く し ま し

吉野川 飯尾川 飯尾川角ノ瀬堰

徳島市
と く し ま し

吉野川 多々羅川 多々羅川排水機場

海陽町
かいようちょう

海部川 善蔵川 善蔵川排水機場

特定構造物更新事業

徳島県



徳島県

　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 那賀川長安口ダム改造 1,340 1,562

那賀川小見野々ダム再生 429 471



令和４年度当初予算　ダムメンテナンス事業（補助・徳島県）

（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 阿波市、上勝町、阿南市 87 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・徳島県）

別　　　紙

実施主体 市町村名 水系名 河川名 ダム名

阿波市 吉野川 宮川内谷川 宮川内ダム

上勝町 勝浦川 勝浦川 正木ダム

阿南市 福井川 福井川 福井ダム

徳島県



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

よしのがわ いやがわ くまたにがわ くまたにだいよんさぼうえんてい みよしし ひがしいやくまたに

四国山地砂防 砂防 吉野川 祖谷川 熊谷川 熊谷第４砂防堰堤 三好市 東祖谷熊谷 砂防堰堤工 262
よしのがわ いやがわ おちあいだに おちあいだにさしさぼうえんていぐん みよしし ひがしいやおちあい

吉野川 祖谷川 落合谷 落合谷左支砂防堰堤群 三好市 東祖谷落合 砂防堰堤工 5
よしのがわ いやがわ かずらはらだに かずらはらだにさぼうえんてい みよしし ひがしいやくぼ

吉野川 祖谷川 かずら原谷 かずら原谷砂防堰堤 三好市 東祖谷久保 砂防堰堤工 5
よしのがわ いやがわ にじたにがわ にじたにがわさぼうえんてい みよしし ひがしいやすげおい

吉野川 祖谷川 虹谷川 虹谷川砂防堰堤 三好市 東祖谷菅生 砂防堰堤工 5
よしのがわ いやがわ にじのたきかみたに にじのたきかみたにさぼうえんてい みよしし ひがしいやすげおい

吉野川 祖谷川 虹の瀧上谷 虹の瀧上谷砂防堰堤 三好市 東祖谷菅生 砂防堰堤工 5
よしのがわ いやがわ おもわれだに おもわれだにさぼうえんてい みよしし ひがしいやすげおい

吉野川 祖谷川 おもわれ谷 おもわれ谷砂防堰堤 三好市 東祖谷菅生 砂防堰堤工 44
よしのがわ いやがわ どうのたに どうのたにだいにさぼうえんてい みよしし にしいややまむらいちう

吉野川 祖谷川 堂の谷 堂の谷第２砂防堰堤 三好市 西祖谷山村一宇 砂防堰堤工 145
よしのがわ いやがわ やなぎだに やなぎだにさぼうえんてい みよしし いけだちょうおおり

吉野川 祖谷川 ヤナギ谷 ヤナギ谷砂防堰堤 三好市 池田町大利 砂防堰堤工 145
よしのがわ いやがわ みつじだに みつじだにさぼうえんてい みよしし いけだちょうまつお

吉野川 祖谷川 三次谷 三次谷砂防堰堤 三好市 池田町松尾 砂防堰堤工 5
よしのがわ いやがわ なかずだにしりゅう なかずだにさぼうえんてい みよしし いけだちょうかわさき

吉野川 祖谷川 ナカズ谷支流 ナカズ谷砂防堰堤 三好市 池田町川崎 砂防堰堤工 102
よしのがわ いやがわ とぎのたに とぎのたにさぼうえんてい みよしし いけだちょうおおり

吉野川 祖谷川 とぎの谷 とぎの谷砂防堰堤 三好市 池田町大利 砂防堰堤工 5
よしのがわ いやがわ なかよせだに なかよせだにさぼうえんてい みよしし にしいややまむらぜんとく

吉野川 祖谷川 中寄谷 中寄谷砂防堰堤 三好市 西祖谷山村善徳 砂防堰堤工 3
よしのがわ いやがわ いやがわ ぜんとくけいりゅうほぜんこう みよしし にしいややまむらぜんとく

吉野川 祖谷川 祖谷川 善徳渓流保全工 三好市 西祖谷山村善徳 渓流保全工 39

合計 13 箇所 770

令和４年度　直轄砂防事業箇所別調書（徳島県　１／１）

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（徳島県 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）

ぜんとく みよしし にしいややまむらぜんとく

四国山地砂防 善徳 三好市 西祖谷山村善徳 集水井工 279

１箇所 279合計

所在地

地すべり対策



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 よしのがわ たかもりひがしだに みょうどうぐん さなごうちそん なかへん さぼうえんていこう

砂防等事業 吉野川 高森東谷 名東郡 佐那河内村 中辺 砂防堰堤工 55

かつうらがわ まえやまだに かつうらぐん かつうらちょう なかつのとよた さぼうえんていこう

勝浦川 前山谷 勝浦郡 勝浦町 中角豊田 砂防堰堤工 60

そのた とりがまるたに なるとし きたなだちょうとりがまる さぼうえんていこう

その他 鳥ケ丸谷 鳴門市 北灘町鳥ケ丸 砂防堰堤工 50
そのた しおたにさんごうたに あなんし たちばなちょうしおたにやま さぼうえんていこう

その他 汐谷３号谷 阿南市 橘町汐谷山 砂防堰堤工 60
よしのがわ たにぐちきょくだに みまし こやだいらたにぐち さぼうえんていこう

吉野川 谷口局谷 美馬市 木屋平谷口 砂防堰堤工 40

よしのがわ すいじんだに みまぐん つるぎちょう さだみつおおたにし さぼうえんていこう

吉野川 水神谷 美馬郡 つるぎ町 貞光太田西 砂防堰堤工 40

なかがわ まつのきだに なかぐん なかちょう なるせ さぼうえんていこう

那賀川 松ノ木谷 那賀郡 那賀町 成瀬 砂防堰堤工 55

7箇所 360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（徳島県　1/5）

所在地事業区分 水系名 渓流名



地すべり
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

事業間連携 なると みまし あなぶきちょうあなぶきにしなると よこぼーりんぐこう

砂防等事業 成戸 美馬市 穴吹町穴吹西成戸 横ボーリング工 30
かわせ みまし あなぶきちょうふるみやかわせ よこぼーりんぐこう

川瀬 美馬市 穴吹町古宮川瀬 横ボーリング工 30
たにぐちかげ みまし こやだいらたにぐちかけ よこぼーりんぐこう

谷口カゲ 美馬市 木屋平谷口カケ 横ボーリング工 50
かつらぎ みまぐん つるぎちょう はんだかつらぎ よこぼーりんぐこう

葛城 美馬郡 つるぎ町 半田葛城 横ボーリング工 30
にしぼうじ みよしし いけだちょうおおり よこぼーりんぐこう

西傍示 三好市 池田町大利 横ボーリング工 40
ふき みよしし いかわちょういうちひがし よこぼーりんぐこう

吹 三好市 井川町井内東 横ボーリング工 40
にしのうら みよしし いかわちょういうちにし よこぼーりんぐこう

西浦 三好市 井川町井内西 横ボーリング工 50
くわうち みよしし やましろちょうみつかね よこぼーりんぐこう

桑内 三好市 山城町光兼 横ボーリング工 30
みつかね みよしし やましろちょうみつかね よこぼーりんぐこう

光兼 三好市 山城町光兼 横ボーリング工 60
あわやま みよしし やましろちょうあわやま あんかーこう

粟山 三好市 山城町粟山 アンカー工 100
しばかわ みよしし やましろちょうしばかわ よこぼーりんぐこう

柴川 三好市 山城町柴川 横ボーリング工 40
かきのお みよしし やましろちょうかみみょう よこぼーりんぐこう

柿の尾 三好市 山城町上名 横ボーリング工 20
のぶまさ みよしし やましろちょうのぶまさ よこぼーりんぐこう

信正 三好市 山城町信正 横ボーリング工 40
ぶっし みよしし やましろちょうぶっし あんかーこう

仏子 三好市 山城町仏子 アンカー工 80
くぼ みよしし ひがしいやくぼ あんかーこう

久保 三好市 東祖谷久保 アンカー工 60

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（徳島県　2/5）

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 あるせ みよしし にしいややまむらあるせ しゅうすいせいこう

砂防等事業 有瀬 三好市 西祖谷山村有瀬 集水井工 40

なかお みよしし にしいややまむらなかお よこぼーりんぐこう

中尾 三好市 西祖谷山村中尾 横ボーリング工 50

みょうじ みよしし にしいややまむらみょうじ よこぼーりんぐこう

冥地 三好市 西祖谷山村冥地 横ボーリング工 40

18箇所 830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（徳島県　3/5）

事業区分 水系名 渓流名 所在地



工種 事業費 備考
市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

砂防メンテナンス きたくぼだに　ほか あわし　ほか あわちょうきたくぼ　ほか ろうきゅうかたいさく

事業 北久保谷　外 阿波市　外 阿波町北久保　外 老朽化対策 476

１箇所 476
※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（徳島県　4/5）

事業区分 水系名
渓流名
箇所名

所在地

合計



※計画策定のみの箇所は記載していない

施設名 構造物種別 事業種別

とくしまし つだちく　ほか つだちくきゅうけいしゃちほうかいぼうししせつ　とう

徳島県 徳島市 津田地区　外 津田地区急傾斜地崩壊防止施設　等 法面工　等 更新　等
なるとし おおしろだに　ほか おおしろだにさぼうえんてい　とう

鳴門市 大代谷　外 大代谷砂防堰堤　等 砂防堰堤工　等 改築　等
よしのがわ くすねじちく　ほか くすねじちくじすべりぼうししせつ　とう

吉野川市 楠根地地区　外 楠根地地区地すべり防止施設　等 水路工　等 改築　等
 あわし きたくぼだに　ほか きたくぼだにさぼうえんてい　とう

阿波市 北久保谷　外 北久保谷砂防堰堤　等 砂防堰堤工　等 改築　等
みまし うただに　ほか うただにさぼうえんてい　とう

美馬市 宇多谷　外 宇多谷砂防堰堤　等 砂防堰堤工　等 改築　等
みよし うちいしだに　ほか うちいしだにさぼうえんてい　とう

三好市 打石谷　外 打石谷砂防堰堤　等 砂防堰堤工　等 改築　等
かみかつちょう かみかつひうらちく　ほか かみかつひうらちくじすべりぼうししせつ　とう

上勝町 上勝日浦地区　外 上勝日浦地区地すべり防止施設　等 水路工　等 改築　等
かみやまちょう きただに　ほか きただにさぼうえんてい　とう

神山町 北谷　外 北谷砂防堰堤　等 砂防堰堤工　等 改築　等
なかちょう なかがわ　ほか なかがわさぼうえんてい　とう

那賀町 那賀川　外 那賀川砂防堰堤　等 砂防堰堤工　等 改築　等
つるぎちょう おおのちく　ほか おおのちくじすべりぼうししせつ　とう

つるぎ町 大野地区　外 大野地区地すべり防止施設　等 水路工　等 改築　等
 ひがしみよしちょう ますかわだに　ほか ますかわだにさぼうえんてい　とう

東みよし町 増川谷　外 増川谷砂防堰堤　等 砂防堰堤工　等 改築　等

令和４年度　当初予算　砂防メンテナンス事業箇所表（徳島県　5/5）

事業主体名 市町村名
渓流名
箇所名



徳島県 （単位：百万円）

海岸メンテナンス事業 阿波鳴門海岸、徳島東海岸、海部海岸 徳島市
と く し ま し

，鳴門市
な る と し

，小松島市
こ ま つ し ま し

　等
と う

120 ※個別内容については、別紙参照

徳島県　計 120

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・徳島県）

※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

徳島県 鳴門市 阿波鳴門海岸メンテナンス事業 堤防護岸

徳島県
徳島市、鳴門市、小松島市、阿南市、
松茂町

徳島東海岸メンテナンス事業 堤防護岸

徳島県 牟岐町、美波町、海陽町 海部海岸メンテナンス事業 堤防護岸



徳　島　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　 徳島県

（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

157,800

徳島市 徳島市 新規 徳島都心地区 1/2 78,900

157,800

合計 78,900

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:徳島県 (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） 徳島東環状線 徳島市 末広～住吉工区 1,500 徳島環状道路

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:徳島県 (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 石井町 石井東部踏切道 石井町 48



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:徳島県 (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 徳島県 徳島県無電柱化推進計画事業 280

(主)鳴門公園線(土佐泊浦工区)〔鳴門市〕、(主)徳島環
状線(福島～安宅工区)〔徳島市〕、(主)徳島鴨島線(吉
野本町～南田宮工区)〔徳島市〕、(主)沖ﾉ洲徳島本町
線(沖洲～安宅工区)〔徳島市〕



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:徳島県 (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） 徳島県 徳島県通学路緊急対策推進計画 216
岩脇小学校、長生小学校、伊沢小学校、岩倉小学
校、脇町小学校、生比奈小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 阿波市 徳島県阿波市通学路緊急対策推進計画 100 土成小学校



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:徳島県

整備計画名 要素事業名 市町村名 事業主体

（主）羽ノ浦福井線　長生工区 阿南市 徳島県

（一）勝浦羽ノ浦線　岩脇工区 阿南市 徳島県

（主）鳴門池田線　庚申原工区 阿波市 徳島県

（主）鳴門池田線　大道北工区 阿波市 徳島県

（主）鳴門池田線　岩倉工区 美馬市 徳島県

（主）鳴門池田線　脇町新町工区 美馬市 徳島県

（主）徳島上那賀線　中角工区 勝浦町 徳島県

徳島県阿波市通学路緊急対策推進計画 （市）矢松田中線　矢松工区 阿波市 阿波市

徳島県通学路緊急対策推進計画



徳 島 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 徳島県
地区名 事業名 事業費 備考

鳴門市 空き家対策総合支援事業 12,000
吉野川市 空き家対策総合支援事業 20,000
阿波市 空き家対策総合支援事業 14,786
美馬市 空き家対策総合支援事業 20,000
三好市 空き家対策総合支援事業 34,000
石井町 空き家対策総合支援事業 4,000
那賀町 空き家対策総合支援事業 21,000
牟岐町 空き家対策総合支援事業 9,600
美波町 空き家対策総合支援事業 9,000
上板町 空き家対策総合支援事業 17,600
つるぎ町 空き家対策総合支援事業 16,000
東みよし町 空き家対策総合支援事業 14,400

192,386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 徳島県
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 144,184
144,184合計



港 湾 局

(単位：百万円)

事業区分 区分別事業費

徳島県
徳島県
徳島県重 要 港 湾 徳 島 小 松 島 徳 島 県 小 計 536
徳島県 直 轄 415
徳島県 補 助 121
徳島県
徳島県地 方 港 湾 粟 津 徳 島 県 小 計 180
徳島県 補 助 180
徳島県
徳島県統 合 補 助 統 合 補 助 徳 島 県 小 計 90
徳島県 補 助 90
徳島県
徳島県海 洋 環 境 瀬 戸 内 海 国 小 計 88
徳島県 直 轄 88
徳島県

894

徳 島 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)

津 波 対 策 浅 川 徳 島 県 小 計 300

補 助 300

老 朽 化 対 策 徳 島 小 松 島 徳 島 県 小 計 90

補 助 90

橘 徳 島 県 小 計 30

補 助 30

長寿命化計画 徳 島 県 小 計 34

補 助 34

454

徳 島 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 



- 4 - 

 

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年度当初予算　社会資本整備総合交付金の配分

（徳島県）
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

都市公園における長寿命化対策
及びバリアフリー化の推進

徳島県,阿南市,石井町 15,000 

県民の健康づくりを図る安全で
快適な公園整備の推進（第2期）

徳島県,小松島市 439,600 

新浜町団地PFI建替計画（重点計
画）

徳島県 569,500 

世界初の営業運行となるDMVを軸
とした観光による徳島県南部及
び高知県東部地域活性化計画

徳島県 158,400 

地域の暮らしを支え快適で活力
ある徳島県の港づくり（重点）

徳島県 135,000 

徳島県の経済・産業を支え豊か
で潤いある生活を実現するみな
と整備

徳島県 190,000 

１ 豊かで活力ある県土創りに資
する道路ネットワークの整備

徳島県,徳島市,鳴門市,小松島市,阿南市,阿
波市,三好市,勝浦町,上勝町,石井町,那賀
町,美波町,つるぎ町,東みよし町

1,627,132 

未来へつなぐ良好な河川環境づ
くりの推進（重点）

徳島県 35,000 

快適で安心な暮らしを支え、き
れいな水環境を創造する下水道
事業の推進（重点計画）

徳島県,徳島市,鳴門市,小松島市,阿南市,吉
野川市,美馬市,美波町,海陽町,松茂町,北島
町,藍住町,板野町,東みよし町

682,850 

徳島文化芸術ホール（仮称）整
備計画

徳島県,徳島市 276,264 

徳島県住環境向上計画第3期

阿南市,海陽町,徳島県,徳島市,鳴門市,小松
島市,吉野川市,阿波市,美馬市,三好市,石井
町,神山町,那賀町,美波町,板野町,上板町,
つるぎ町,牟岐町,勝浦町,上勝町,佐那河内
村,松茂町,北島町,藍住町,東みよし町

363,328 

徳島駅前再生計画 徳島市 96,448 

徳島都心地区活性化計画（重点
計画）

徳島市 111,690 



（徳島県）
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

美馬地区(第2期)都市再生整備計
画

美馬市 2,000 

3　地域防災機能と市の道路ネッ
トワークの強化に資する社会基
盤整備による安全・安心な地域
づくり

美馬市 49,889 

池田地区都市再生整備計画 三好市 153,600 

室戸阿南海岸国定公園美波町日
和佐地区都市再生整備計画

美波町 7,100 

地域振興と住民の健康増進に寄
与する安全で快適な公園整備の
推進

海陽町 25,000 

4,937,801 

※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

（徳島県）
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

総合的な土砂災害対策の推進
（防災・安全）

徳島県,美馬市 583,319 

総合的な土砂災害対策の推進
（防災・安全）（重点）

徳島県 86,000 

「新・命を守る」土砂災害対策
の推進（防災・安全）

徳島県 10,000 

既存ストック有効活用に向けた
安全安心な徳島県の港づくり
（防災・安全）

徳島県 221,000 

既存ストック有効活用に向けた
安全安心な徳島県の港づくり
（重点）（防災・安全）

徳島県 100,000 

津波・高潮等の大規模自然災害
を迎え撃つ強靱な県土づくりの
推進（防災・安全）

徳島県 220,500 

１ 安全で安心な生活空間を実現
する通学路等における交通安全
確保の推進（防災・安全）

徳島県,徳島市,小松島市,阿南市,阿波市,海
陽町

285,863 

２ 大規模災害に備えた道路の防
災・減災対策による安全・安心
な生活空間の確保（防災・安
全）

徳島県,徳島市,鳴門市,小松島市,阿南市,吉
野川市,阿波市,美馬市,三好市,上勝町,佐那
河内村,神山町,那賀町,美波町,海陽町,松茂
町,つるぎ町

724,837 

４　国土強靱化地域計画に基づ
く県土の形成に資する道路ネッ
トワークの整備（防災・安全）

徳島県,徳島市,小松島市,阿南市,阿波市,三
好市,勝浦町,那賀町,美波町,つるぎ町,東み
よし町

1,025,060 

県土の水害に備えた基盤整備の
推進（防災・安全）

徳島県,美馬市,つるぎ町,阿南市 213,000 

大規模地震・津波、頻発・激甚
化する水害を迎え撃つ強くしな
やかな「戦略的河川・海岸施設
総合整備」の推進（防災・安
全）

徳島県 316,000 

命と暮らしを守る下水道事業の
推進（防災・安全）（重点計
画）

徳島市,鳴門市,小松島市,阿南市,美波町,松
茂町

199,300 

命と暮らしを守る下水道事業の
推進（防災・安全）

徳島県,徳島市,阿南市,吉野川市,東みよし
町,小松島市

596,938 



（徳島県）
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

徳島県安全・安心な住まいづく
り計画第3期（防災・安全）（重
点計画）

徳島県,徳島市,小松島市,阿波市,三好市,石
井町,海陽町,鳴門市,阿南市,吉野川市,美馬
市,勝浦町,上勝町,佐那河内村,神山町,那賀
町,牟岐町,美波町,松茂町,北島町,藍住町,
板野町,上板町,つるぎ町,東みよし町

285,023 

安全で安心な防災拠点となる都
市公園の整備（第２期）（防
災・安全）

徳島県,小松島市 273,000 

矢三西住宅建替計画（重点計
画）

徳島市 114,807 

鳴門市宅地耐震化推進事業（防
災・安全）

鳴門市 10,800 

地震等災害に強い安全・安心・
持続ある都市づくりの推進（防
災・安全）

小松島市 19,800 

公園施設の老朽化対策による安
全・安心で住みやすいまちづく
り（防災・安全）

石井町 22,316 

災害に強いまちづくりと一体と
なった公園整備（防災・安全）

美波町 58,088 

東みよし町における地震や風水
害等災害に強いまちづくりの推
進（防災・安全）

東みよし町 8,800 

5,374,451 

※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


