
新 潟 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：新潟県 (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 村上市 日本海沿岸東北自動車道（荒川～朝日） 30

改築 国道7号 新潟市 新潟駅交通ターミナル整備事業 63

改築 国道7号 新潟市 沼垂道路 50

改築 国道7号 新潟市 栗ノ木道路 1,207

改築 国道7号 新潟市 紫竹山道路 1,300

改築 国道7号 新発田市 新発田拡幅 400

改築 国道7号 村上市 朝日温海道路 11,000

改築 国道8号 聖籠町～新潟市 新潟地区交通対策 10

改築 国道8号 三条市 栄拡幅 50

改築 国道8号 柏崎市 柏崎バイパス 1,150

改築 国道8号 上越市 直江津バイパス 450

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：新潟県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費路線名 備考

改築 国道8号 糸魚川市 糸魚川東バイパス 100

改築 国道8号 上越市～糸魚川市 糸魚川地区橋梁架替Ⅱ 1,110

改築 国道8号 糸魚川市 親不知道路 100

改築 国道17号 湯沢町 三国防災 15

改築 国道17号 湯沢町 三俣防災 240

改築 国道17号 南魚沼市 六日町バイパス 700

改築 国道17号 南魚沼市～魚沼市 浦佐バイパス 500

改築 国道17号 長岡市 和南津改良 150

改築 国道18号 妙高市 妙高大橋架替 240

改築 国道18号 上越市 上新バイパス 20

改築 国道49号 阿賀野市 水原バイパス 1,900

改築 国道113号 関川村 鷹ノ巣道路 1,500



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：新潟県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費路線名 備考

改築 国道113号 関川村 小国道路 60

改築 国道116号 燕市～新潟市 吉田バイパス 150

改築 国道116号 新潟市 新潟西道路 200

改築 国道253号 上越市 上越三和道路 2,050

改築 国道253号 十日町市 十日町道路 300

改築 国道253号 十日町市～南魚沼市 八箇峠道路 1,200

改築 国道289号 三条市 八十里越 2,100

改築 国道7,8,49,116号 新潟市 新潟地区沿道環境対策 10



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：新潟県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

東港線十字路事故対策（新潟市） 180

竹尾IC事故対策（新潟市） 120

檜原地区交通安全対策（村上市） 108

路線名 備考

交通安全 国道7号 新潟市、村上市 新潟7号交通安全対策 408



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：新潟県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費路線名 備考

大通西交差点改良（新潟市） 240

下須頃地区事故対策（三条市） 30

猪子場新田南地区事故対策（三条市） 150

一ツ屋敷地区事故対策（三条市） 78

大積地区事故対策（長岡市） 12

法音寺ゆずり車線設置（上越市） 29

国府交差点事故対策（上越市） 72

海川橋西詰交差点事故対策（糸魚川市） 97

藤崎西事故対策（糸魚川市） 30

交通安全 国道8号
新潟市、三条市、
長岡市、上越市、
糸魚川市

新潟8号交通安全対策 738



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：新潟県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費路線名 備考

五十嵐入口交差点事故対策（南魚沼市） 141

上一日市地区歩道整備（南魚沼市） 72

塩沢駅入口交差点事故対策（南魚沼市） 27

小出警察署前交差点事故対策（魚沼市） 12

交通安全 国道18号 妙高市 新潟18号交通安全対策 9 志交差点事故対策 9

横越地区事故対策 177

姥ヶ山事故対策 399

交通安全 国道116号 新潟市 新潟116号交通安全対策 9 新光町交差点事故対策 9

交通安全 国道49号 新潟市 新潟49号交通安全対策 576

交通安全 国道17号
南魚沼市、
魚沼市

新潟17号交通安全対策 252



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：新潟県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

黒埼地区電線共同溝（新潟市) 10

大通西電線共同溝（新潟市) 330

南区根岸電線共同溝（新潟市) 86

柿崎その２電線共同溝（上越市) 146

柿崎電線共同溝（上越市) 5

長浜電線共同溝（上越市) 5

須沢電線共同溝（糸魚川市) 20

備考

国道8号
新潟市、上越市、
糸魚川市

602新潟8号電線共同溝

路線名

電線共同溝



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：新潟県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費 備考路線名

湯沢地区電線共同溝（湯沢町) 5

六日町電線共同溝Ⅱ（南魚沼市) 260

六日町電線共同溝Ⅲ（南魚沼市) 5

小出地区電線共同溝Ⅱ（魚沼市) 5

小出地区電線共同溝Ⅲ（魚沼市) 5

電線共同溝 国道18号 妙高市 新潟18号電線共同溝 24 関山電線共同溝 24

西川地区電線共同溝 5

西区山田電線共同溝 10

美咲町電線共同溝 15

280

30

新潟17号電線共同溝

新潟116号電線共同溝

湯沢町、南魚沼
市、魚沼市

国道116号 新潟市

電線共同溝

電線共同溝

国道17号



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：新潟県 (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148号 糸魚川市 松糸・今井道路 220 松本糸魚川連絡道路

改築 国道253号 上越市 三和安塚道路 1,550 上越魚沼地域振興快速道路

改築 （都） 飯門田新田線 上越市
上越魚沼地域振興快速道路アク
セス

319

改築 （主） 新潟中央環状線 新潟市 中ノ口、黒埼、明田 642

改築 （市） 日東道側道1号線 胎内市 (仮称)胎内スマートICアクセス 33

改築 （市） 日東道側道2号線 胎内市 (仮称)胎内スマートICアクセス 23

改築 （市） 二和159号線 長岡市 (仮称)大積スマートICアクセス 2

改築 （市） 二和160号線 長岡市 (仮称)大積スマートICアクセス 2

改築 （一）
小猿屋黒井停車場
線

上越市 福橋バイパス 240

改築 （市） 三田新田幹線 上越市 三ツ橋～三田新田 219

改築 （都） 黒井藤野新田線 上越市 直江津港アクセス 176

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：新潟県 (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117号 十日町市 新光寺 2

土砂災害対策 国道289号 三条市 大谷 90

土砂災害対策 国道345号 村上市 芦谷 30

土砂災害対策 国道402号
長岡市、出雲崎
町

寺泊山田～久田 2

土砂災害対策 国道459号 阿賀町 鹿瀬 30

土砂災害対策 (主) 上越安塚柏崎線 上越市 板山 17

土砂災害対策 (主) 佐渡一周線 佐渡市 五十浦 2

土砂災害対策 (一) 落合六日町線 南魚沼市 清水瀬 2

土砂災害対策 (一) 飯山新井線 妙高市 下平丸 2

土砂災害対策 (一) 真田高島線 十日町市 鉢 2

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：新潟県 (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 新潟県 新潟県無電柱化推進計画事業 196
(主)高田停車場線〔上越市〕、(一)長岡中之島見附線
〔長岡市〕

無電柱化推進計画事業 南魚沼市 南魚沼市無電柱化推進計画事業 30 (市)長森下村線、(市)長森作田線



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：新潟県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 整備地区名 事業主体 事業費

補助事業

交通安全対策（地区内連携） 村上市 新潟県村上市南小学校地区 村上市 7

交通安全対策（地区内連携） 燕市 吉田西太田地区 燕市 107

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：新潟県 (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） 新潟県 新潟県通学路緊急対策推進計画 5,293

浦瀬小学校、越路西小学校、石坂小学校、福戸小学
校、井栗小学校、長沢小学校、十日町小学校、見附
小学校、名木野小学校、保内小学校、五泉小学校、
柿崎小学校、三郷小学校、南本町小学校、美守小学
校、保倉小学校、北諏訪小学校、堀之内小学校、お
おまき小学校、塩沢小学校、城内小学校、赤石小学
校、中之島小学校、三川小学校、湯沢小学校、津南
小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 新潟市 新潟市通学路緊急対策推進計画 25

鎧郷小学校、潟東小学校、巻南小学校、巻北小学
校、岩室小学校、桜が丘小学校、升潟小学校、松野
尾小学校、沼垂小学校、上山小学校、上所小学校、
新潟小学校、新津第一小学校、曽根小学校、大野小
学校、中之口西小学校、中之口東小学校、和納小学
校

交通安全対策（通学路緊急対策） 三条市 新潟県三条市通学路緊急対策推進計画 250 須頃小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 柏崎市 新潟県柏崎市通学路緊急対策推進計画 10 半田小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 十日町市 新潟県十日町市通学路緊急対策推進計画 73 川治小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 上越市 新潟県上越市通学路緊急対策推進計画 116 高田西小学校、大手町小学校、里公小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 佐渡市 新潟県佐渡市通学路緊急対策推進計画 10 二宮小学校



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：新潟県 (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） 南魚沼市 新潟県南魚沼市通学路緊急対策推進計画 12 城内小学校、薮神小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 津南町 新潟県津南町通学路緊急対策推進計画 25 津南小学校



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：新潟県 (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 長岡市 高山踏切道 長岡市 7

踏切道改良計画事業 十日町市 稲荷町踏切道 十日町市 168

踏切道改良計画事業 村上市 第二村上街道踏切道 村上市 2



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：新潟県 (単位: 百万円)

工種 路線名 市町村名 事業名（箇所） 事業費

補助事業

連続立体交差 ＪＲ信越本線等 新潟市 新潟駅付近 2,200

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：新潟県 (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 新潟県 橋梁長寿命化修繕計画 1,987 別紙参照

道路メンテナンス事業 新潟県 トンネル長寿命化修繕計画 343 別紙参照

道路メンテナンス事業 新潟県 道路附属物等長寿命化修繕計画 156 別紙参照

道路メンテナンス事業 新潟市 橋梁長寿命化修繕計画 2,376 別紙参照

道路メンテナンス事業 新潟市 トンネル長寿命化修繕計画 50 別紙参照

道路メンテナンス事業 新潟市 道路附属物等長寿命化修繕計画 25 別紙参照

道路メンテナンス事業 長岡市 橋梁長寿命化修繕計画 351 別紙参照

道路メンテナンス事業 長岡市 道路附属物等長寿命化修繕計画 16 別紙参照

道路メンテナンス事業 三条市 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 柏崎市 橋梁長寿命化修繕計画 218 別紙参照

道路メンテナンス事業 新発田市 橋梁長寿命化修繕計画 182 別紙参照

道路メンテナンス事業 小千谷市 橋梁長寿命化修繕計画 22 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：新潟県 (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 加茂市 橋梁長寿命化修繕計画 29 別紙参照

道路メンテナンス事業 十日町市 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 見附市 橋梁長寿命化修繕計画 28 別紙参照

道路メンテナンス事業 見附市 道路附属物等長寿命化修繕計画 5 別紙参照

道路メンテナンス事業 村上市 橋梁長寿命化修繕計画 137 別紙参照

道路メンテナンス事業 村上市 トンネル長寿命化修繕計画 5 別紙参照

道路メンテナンス事業 村上市 道路附属物等長寿命化修繕計画 119 別紙参照

道路メンテナンス事業 燕市 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 糸魚川市 橋梁長寿命化修繕計画 66 別紙参照

道路メンテナンス事業 糸魚川市 トンネル長寿命化修繕計画 5 別紙参照

道路メンテナンス事業 妙高市 橋梁長寿命化修繕計画 22 別紙参照

道路メンテナンス事業 五泉市 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 上越市 橋梁長寿命化修繕計画 193 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：新潟県 (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 上越市 道路附属物等長寿命化修繕計画 297 別紙参照

道路メンテナンス事業 阿賀野市 橋梁長寿命化修繕計画 63 別紙参照

道路メンテナンス事業 佐渡市 橋梁長寿命化修繕計画 153 別紙参照

道路メンテナンス事業 佐渡市 トンネル長寿命化修繕計画 18 別紙参照

道路メンテナンス事業 魚沼市 橋梁長寿命化修繕計画 18 別紙参照

道路メンテナンス事業 南魚沼市 橋梁長寿命化修繕計画 77 別紙参照

道路メンテナンス事業 南魚沼市 道路附属物等長寿命化修繕計画 5 別紙参照

道路メンテナンス事業 胎内市 橋梁長寿命化修繕計画 8 別紙参照

道路メンテナンス事業 聖籠町 橋梁長寿命化修繕計画 8 別紙参照

道路メンテナンス事業 弥彦村 橋梁長寿命化修繕計画 48 別紙参照

道路メンテナンス事業 田上町 橋梁長寿命化修繕計画 13 別紙参照

道路メンテナンス事業 阿賀町 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 出雲崎町 橋梁長寿命化修繕計画 3 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：新潟県 (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 湯沢町 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 津南町 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 関川村 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 粟島浦村 橋梁長寿命化修繕計画 3 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
新潟県

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

新潟県橋梁長寿命化修繕計画
新潟県 村上市 県道岩船町停車場有明線 小口川跨線橋 橋梁 修繕
新潟県 糸魚川市 県道上路市振停車場線 上路橋 橋梁 修繕
新潟県 五泉市 県道新津村松線 船越跨線橋 橋梁 修繕
新潟県 上越市 県道大潟高柳線 大潟跨線橋 橋梁 修繕
新潟県 村上市 県道樽ケ橋長政線 乙跨線橋 橋梁 修繕
新潟県 胎内市 県道中条乙線 本郷跨線橋 橋梁 修繕
新潟県 長岡市 県道長岡寺泊線 横崎跨線橋 橋梁 修繕
新潟県 十日町市 国道１１７号 十日町高架橋 橋梁 修繕
新潟県 村上市 国道３４５号 勝木跨線橋 橋梁 修繕
新潟県 上越市 国道３５０号 有田跨線橋 橋梁 修繕
新潟県 阿賀野 国道４６０号 飯山跨線橋 橋梁 修繕
新潟県 新発田市 県道新発田津川線 豊田跨線橋 橋梁 修繕
新潟県 関川村 国道２９０号 高田橋 橋梁 修繕
新潟県 長岡市 国道３５１号 長生橋 橋梁 修繕
新潟県 長岡市 国道３５１号 長生橋歩道橋 橋梁 修繕
新潟県 阿賀野市 国道４６０号 阿賀浦橋 橋梁 修繕
新潟県 柏崎市 県道黒部柏崎線 筬橋 橋梁 更新
新潟県 佐渡市 県道佐渡一周線 石名川橋 橋梁 更新
新潟県 佐渡市 県道佐渡一周線 北狄川橋 橋梁 更新
新潟県 胎内市 国道１１３号 胎内大橋 橋梁 更新
新潟県 魚沼市 国道３５２号 大湯橋 橋梁 更新
新潟県 長岡市 国道４０２号 野積橋 橋梁 更新
新潟県 点検計画

新潟県トンネル長寿命化修繕計画
新潟県 長岡市 県道403号 大貝トンネル トンネル 修繕
新潟県 魚沼市 県道小出奥只見線 10号高平トンネル トンネル 修繕
新潟県 魚沼市 県道小出奥只見線 12号津久岐トンネル トンネル 修繕
新潟県 魚沼市 県道小出奥只見線 13号湯ノ沢トンネル トンネル 修繕
新潟県 魚沼市 県道小出奥只見線 14号黒又トンネル トンネル 修繕
新潟県 魚沼市 県道小出奥只見線 17号明神トンネル トンネル 修繕
新潟県 魚沼市 県道小出奥只見線 18号荒沢トンネル トンネル 修繕
新潟県 魚沼市 県道小出奥只見線 19号仕入沢トンネル トンネル 修繕
新潟県 魚沼市 県道小出奥只見線 5号駒見トンネル トンネル 修繕
新潟県 小千谷市 県道小千谷川口大和線 塩谷トンネル トンネル 修繕
新潟県 小千谷市 県道小千谷川口大和線 蘭木トンネル トンネル 修繕
新潟県 小千谷市 県道柏崎高浜堀之内線 十二平トンネル トンネル 修繕
新潟県 十日町市 国道253号 薬師トンネル トンネル 修繕
新潟県 刈羽村 国道352号 刈羽トンネル トンネル 修繕

新潟県道路附属物等長寿命化修繕計画
新潟県 佐渡市 県道佐渡一周線 戸中第三洞門 道路附属物等 修繕
新潟県 佐渡市 県道佐渡一周線 戸中第四洞門 道路附属物等 修繕
新潟県 村上市 県道山熊田府屋停車場線 山熊田1号スノーシェッド 道路附属物等 修繕
新潟県 村上市 県道山熊田府屋停車場線 山熊田2号スノーシェッド 道路附属物等 修繕
新潟県 村上市 県道山北関川線 雷1号スノーシェッド 道路附属物等 修繕
新潟県 村上市 県道山北関川線 雷3号スノーシェッド 道路附属物等 修繕
新潟県 小千谷市 国道117号 市之口スノーシェッド 道路附属物等 修繕
新潟県 糸魚川市 国道148号 下川原洞門(1) 道路附属物等 修繕
新潟県 糸魚川市 国道148号 下川原洞門(2) 道路附属物等 修繕
新潟県 糸魚川市 国道148号 寒谷洞門(1) 道路附属物等 修繕
新潟県 糸魚川市 国道148号 寒谷洞門(2) 道路附属物等 修繕
新潟県 糸魚川市 国道148号 牛巻洞門(1) 道路附属物等 修繕
新潟県 糸魚川市 国道148号 牛巻洞門(2) 道路附属物等 修繕
新潟県 糸魚川市 国道148号 山梨洞門(2) 道路附属物等 修繕
新潟県 糸魚川市 国道148号 糸滝洞門(1) 道路附属物等 修繕
新潟県 糸魚川市 国道148号 糸滝洞門(2) 道路附属物等 修繕
新潟県 糸魚川市 国道148号 糸滝洞門(3) 道路附属物等 修繕
新潟県 糸魚川市 国道148号 糸滝洞門(4) 道路附属物等 修繕
新潟県 糸魚川市 国道148号 勝島洞門(2) 道路附属物等 修繕
新潟県 糸魚川市 国道148号 唐沢洞門(1) 道路附属物等 修繕
新潟県 糸魚川市 国道148号 唐沢洞門(2) 道路附属物等 修繕
新潟県 糸魚川市 国道148号 唐沢洞門(3) 道路附属物等 修繕
新潟県 糸魚川市 国道148号 唐沢洞門(4) 道路附属物等 修繕
新潟県 糸魚川市 国道148号 唐沢洞門(5) 道路附属物等 修繕
新潟県 糸魚川市 国道148号 唐沢洞門(6) 道路附属物等 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
新潟県

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

新潟県 糸魚川市 国道148号 唐沢洞門(7) 道路附属物等 修繕
新潟県 糸魚川市 国道148号 落沢洞門 道路附属物等 修繕
新潟県 十日町市 国道252号 越ヶ沢第2スノーシェッド 道路附属物等 修繕
新潟県 魚沼市 国道252号 大栃山スノーシェルター 道路附属物等 修繕
新潟県 小千谷市 国道291号 東山スノーシェッド 道路附属物等 修繕
新潟県 南魚沼市 国道353号 十二峠スノーシェッド 道路附属物等 修繕
新潟県 十日町市 国道403号 室島スノーシェッド1号 道路附属物等 修繕
新潟県 津南町 国道405号 清水川原スノーシェッド1号 道路附属物等 修繕
新潟県 津南町 国道405号 清水川原スノーシェッド2号(1) 道路附属物等 修繕
新潟県 阿賀町 国道459号 卯月スノーシェッド 道路附属物等 修繕
新潟県 阿賀町 国道459号 師走(1-1)スノーシェッド 道路附属物等 修繕
新潟県 阿賀町 国道459号 水無月(1-2)スノーシェッド 道路附属物等 修繕
新潟県 上越市 県道上越脇野田新井線 高田横断歩道橋 道路附属物等 撤去

新潟市橋梁長寿命化修繕計画
新潟市 新潟市 主要地方道白根安田線 蓑口橋 橋梁 修繕
新潟市 新潟市 一般国道（指定区間外）４０２号 内野新川大橋 橋梁 修繕
新潟市 新潟市 一般国道（指定区間外）４０２号 無名橋(2199) 橋梁 修繕
新潟市 新潟市 一般国道（指定区間外）４０２号 無名橋(2202) 橋梁 修繕
新潟市 新潟市 一般国道（指定区間外）４０３号 矢代田跨線橋 橋梁 修繕
新潟市 新潟市 一般国道（指定区間外）４０３号 小阿賀野橋 橋梁 修繕
新潟市 新潟市 一般国道（指定区間外）４６０号 阿賀浦橋 橋梁 修繕
新潟市 新潟市 一般国道（指定区間外）４６０号 夕映えの跨線橋（下り線） 橋梁 修繕
新潟市 新潟市 一般国道（指定区間外）４６０号 夕映えの跨線橋（上り線） 橋梁 修繕
新潟市 新潟市 一般国道（指定区間外）４６０号 上河橋 橋梁 修繕
新潟市 新潟市 一般都道府県道五千石巻新潟線 土橋橋 橋梁 修繕
新潟市 新潟市 市区町村道（１級）引越保坂線 西大通川1号橋 橋梁 修繕
新潟市 新潟市 市区町村道（１級）夏井津雲田線 原栄橋 橋梁 修繕
新潟市 新潟市 市区町村道（１級）関屋堀割町平島線 青山跨線橋 橋梁 修繕
新潟市 新潟市 市区町村道（１級）関屋堀割町平島線 青山跨線橋（新潟側歩道橋） 橋梁 修繕
新潟市 新潟市 市区町村道（１級）関屋堀割町平島線 青山跨線橋（青山側歩道橋） 橋梁 修繕
新潟市 新潟市 市区町村道（１級）曽和インター信濃町線１号 有明大橋 橋梁 修繕
新潟市 新潟市 市区町村道（１級）文京町五十嵐二の町線２号 堀割橋 橋梁 修繕
新潟市 新潟市 市区町村道（１級）油島植野線 植野用水機橋 橋梁 修繕
新潟市 新潟市 市区町村道（その他）潟東1-437号線 極楽橋 橋梁 修繕
新潟市 新潟市 市区町村道（その他）白根1-86号線 萱場橋 橋梁 修繕
新潟市 新潟市 市区町村道（その他）白根2-300号線 根岸橋(1) 橋梁 修繕
新潟市 新潟市 市区町村道（その他）潟東1-409号線 四ヶ字橋 橋梁 修繕
新潟市 新潟市 市区町村道（その他）潟東1-432号線 亀田新橋 橋梁 修繕
新潟市 新潟市 市区町村道（その他）潟東1-432号線 浦田橋 橋梁 修繕
新潟市 新潟市 市区町村道（その他）潟東1-61号線 島方7号橋 橋梁 修繕
新潟市 新潟市 市区町村道（その他）巻1-22号線 堰場橋 橋梁 修繕
新潟市 新潟市 市区町村道（その他）巻1-238号線 無名橋(1664) 橋梁 修繕
新潟市 新潟市 市区町村道（その他）岩室1-207号線 さかえ橋 橋梁 修繕
新潟市 新潟市 市区町村道（その他）岩室1-59号線 矢川2号橋 橋梁 修繕
新潟市 新潟市 市区町村道（その他）豊栄2-246号線 ４号農道橋 橋梁 修繕
新潟市 新潟市 市区町村道（その他）北6-44号線 南浜橋 橋梁 修繕
新潟市 新潟市 主要地方道新潟亀田内野線 関屋大橋 橋梁 修繕
新潟市 新潟市 主要地方道新潟新発田村上線 馬越跨線橋 橋梁 修繕
新潟市 新潟市 主要地方道新潟新発田村上線 久平橋左歩道橋 橋梁 修繕
新潟市 新潟市 主要地方道新潟寺泊線 信濃川大橋 橋梁 修繕
新潟市 新潟市 主要地方道新潟村松三川線 松浜橋歩道橋（左） 橋梁 修繕
新潟市 新潟市 主要地方道新潟中央環状線 新川橋(1) 橋梁 修繕
新潟市 新潟市 主要地方道新潟中央環状線 大阿賀橋 橋梁 修繕
新潟市 新潟市 主要地方道新潟中央環状線 大橋(1) 橋梁 修繕
新潟市 新潟市 主要地方道新潟中央環状線 大郷橋右岸橋 橋梁 修繕
新潟市 新潟市 主要地方道新潟中央環状線 大郷橋左岸橋 橋梁 修繕
新潟市 新潟市 主要地方道新津村松線 新津跨線橋 橋梁 修繕
新潟市 新潟市 一般国道（指定区間外）４０２号 獅子ケ鼻大橋 橋梁 更新
新潟市 新潟市 市区町村道（その他）白根2-316号線 塩俵橋 橋梁 更新
新潟市 新潟市 主要地方道白根安田線 小須戸橋 橋梁 更新
新潟市 新潟市 市区町村道（その他）新津1-90号線 3号橋(1) 橋梁 撤去
新潟市 点検計画

新潟市トンネル長寿命化修繕計画
新潟市 新潟市 一般国道（指定区間外）４０２号 五ケ浜トンネル トンネル 修繕
新潟市 新潟市 一般国道（指定区間外）４０２号 角海トンネル トンネル 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
新潟県

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

新潟市 新潟市 一般国道（指定区間外）４０２号 大谷トンネル トンネル 修繕
新潟市道路附属物等長寿命化修繕計画

新潟市 新潟市 市区町村道（その他）明石紫竹山線 笹口小学校前歩道橋 道路附属物等 修繕
新潟市 新潟市 主要地方道新潟新発田村上線 木崎歩道橋 道路附属物等 修繕
新潟市 新潟市 一般国道（指定区間外）１１３号 竜ヶ島歩道橋 道路附属物等 撤去

長岡市橋梁長寿命化修繕計画
長岡市 長岡市 市道503号線 雁行橋 橋梁 修繕
長岡市 長岡市 市道越路521号線 八幡橋 橋梁 修繕
長岡市 長岡市 市道宮内381号線 第1上条跨線橋 橋梁 修繕
長岡市 長岡市 市道山古志22号線 中野川橋 橋梁 修繕
長岡市 長岡市 市道山古志338号線 村下橋 橋梁 修繕
長岡市 長岡市 市道寺泊368号線 年友7号橋 橋梁 修繕
長岡市 長岡市 市道小国122号線 宮田橋 橋梁 修繕
長岡市 長岡市 市道小国573号線 太郎左エ門橋 橋梁 修繕
長岡市 長岡市 市道中之島611号線 改修橋 橋梁 修繕
長岡市 長岡市 市道東幹線86号線 蓬莱橋 橋梁 修繕
長岡市 長岡市 市道与板171号線 曙橋 橋梁 修繕
長岡市 長岡市 市道344号線 宝田橋 橋梁 更新
長岡市 点検計画

長岡市道路附属物等長寿命化修繕計画
長岡市 長岡市 市道東幹線86号線 新保歩道橋 道路附属物等 修繕

三条市橋梁長寿命化修繕計画
三条市 三条市 市道(1級)大浦山手線 寺田橋 橋梁 修繕
三条市 三条市 市道(1級)御蔵橋通り線 御蔵橋 橋梁 修繕
三条市 三条市 市道(2級)本成寺180号線 堰場橋 橋梁 修繕
三条市 三条市 市道(その他)真木岡線 真木岡線1号橋 橋梁 修繕
三条市 点検計画

柏崎市橋梁長寿命化修繕計画
柏崎市 柏崎市 市区町村道（2級）柏崎10-158号線 稔橋 橋梁 修繕
柏崎市 柏崎市 市区町村道（2級）柏崎9-21号線 高倉橋 橋梁 修繕
柏崎市 柏崎市 市区町村道（その他）市道柏崎2-100号線 中央跨線橋西橋 橋梁 修繕
柏崎市 柏崎市 市区町村道（その他）柏崎20-28号線 無名橋6 橋梁 修繕
柏崎市 柏崎市 市区町村道（その他）柏崎21-21号線 亀生橋 橋梁 修繕
柏崎市 柏崎市 市区町村道（その他）柏崎22-55号線 道正橋 橋梁 修繕
柏崎市 柏崎市 市区町村道（その他）柏崎22-68号線 笹川橋 橋梁 修繕
柏崎市 柏崎市 市区町村道（その他）柏崎8-85号線 黒滝橋 橋梁 修繕
柏崎市 柏崎市 市区町村道（その他）柏崎灰爪中村線 灰爪中村橋 橋梁 修繕
柏崎市 柏崎市 市区町村道（その他）柏崎寄合居谷線 南田橋 橋梁 修繕
柏崎市 柏崎市 市区町村道（その他）柏崎久保田線 稲穂橋 橋梁 修繕
柏崎市 柏崎市 市区町村道（その他）柏崎西ケ崎線 西ケ崎橋 橋梁 修繕
柏崎市 柏崎市 市区町村道（その他）柏崎西ケ崎妙照寺線 妙照寺1号橋 橋梁 修繕
柏崎市 柏崎市 市区町村道（その他）柏崎川前線 甚平橋 橋梁 修繕
柏崎市 柏崎市 市区町村道（その他）柏崎内方井岡線 内方橋 橋梁 修繕
柏崎市 柏崎市 市区町村道（その他）柏崎立村線 寺橋 橋梁 修繕
柏崎市 柏崎市 市区町村道（その他）柏崎和田線 和田橋 橋梁 修繕
柏崎市 点検計画

新発田市橋梁長寿命化修繕計画
新発田市 新発田市 市区町村道（その他）四本樋線 四本樋橋 橋梁 修繕
新発田市 新発田市 市区町村道（その他）蔵光中森線 角造橋 橋梁 撤去
新発田市 点検計画

小千谷市橋梁長寿命化修繕計画
小千谷市 小千谷市 松栄町元中子線 無名橋（0612） 橋梁 修繕
小千谷市 点検計画

加茂市橋梁長寿命化修繕計画
加茂市 点検計画

十日町市橋梁長寿命化修繕計画
十日町市 十日町市 市区町村道（2級）観音寺橋詰線 観音寺橋 橋梁 修繕
十日町市 十日町市 市区町村道（1級）大黒沢小黒沢線 大黒沢橋 橋梁 修繕
十日町市 点検計画

見附市橋梁長寿命化修繕計画
見附市 見附市 市区町村道（１級）今町・田井線 傍所６号橋 橋梁 修繕
見附市 見附市 市区町村道（１級）三林・坂井線 荒江２号橋 橋梁 修繕
見附市 見附市 市区町村道（２級）今町中央線 荒江８号橋 橋梁 修繕
見附市 見附市 市区町村道（２級）坂井・山吉線 貝喰６号橋 橋梁 修繕
見附市 見附市 市区町村道（２級）坂井・山吉線 反田４号橋 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
新潟県

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

見附市 見附市 市区町村道（その他）椿沢１２号線 椿田８号橋 橋梁 修繕
見附市 点検計画

見附市道路附属物等長寿命化修繕計画
見附市 見附市 今町･田井線 漆山１号線ボックス 道路附属物等 修繕

村上市橋梁長寿命化修繕計画
村上市 村上市 今川7号線 今川橋 橋梁 修繕
村上市 村上市 山添線 門前中之橋 橋梁 修繕
村上市 村上市 桃川牧目線 淀路橋 橋梁 修繕
村上市 村上市 藤沢学校町線 荒２３橋 橋梁 修繕
村上市 村上市 府屋温出線 大谷沢橋 橋梁 修繕
村上市 村上市 北中大沢線 中橋 橋梁 修繕
村上市 点検計画

村上市トンネル長寿命化修繕計画
村上市 村上市 三面小国線 舟曳トンネル トンネル 修繕

村上市道路附属物等長寿命化修繕計画
村上市 村上市 藤沢停車場線 桃崎人道橋 道路附属物等 修繕

燕市橋梁長寿命化修繕計画
燕市 燕市 市区町村道（その他）結東逆巻線 南跨線橋 橋梁 修繕
燕市 燕市 市区町村道（その他）結東逆巻線 浚大橋 橋梁 修繕
燕市 点検計画

糸魚川市橋梁長寿命化修繕計画
糸魚川市 糸魚川市 市道歌川日ノ詰線 第２歌川橋 橋梁 修繕
糸魚川市 糸魚川市 市道青海通線 丸山橋 橋梁 修繕
糸魚川市 糸魚川市 市道須川線 豆田橋 橋梁 修繕
糸魚川市 糸魚川市 市道中川原平岩線 大所川橋 橋梁 修繕
糸魚川市 糸魚川市 市道島道大沢線 井の口橋 橋梁 修繕

糸魚川市トンネル長寿命化修繕計画
糸魚川市 糸魚川市 市道平沢小坂線 小坂隧道 トンネル 修繕
糸魚川市 糸魚川市 市道名引山線 上野トンネル トンネル 修繕

妙高市橋梁長寿命化修繕計画
妙高市 点検計画

五泉市橋梁長寿命化修繕計画
五泉市 五泉市 石曽根本線 石曽根1号橋 橋梁 修繕
五泉市 五泉市 今泉町屋線 無名25 橋梁 修繕
五泉市 五泉市 蒲原中央2号線 蒲原中央１号橋 橋梁 修繕
五泉市 五泉市 京分町屋南1号線 京分橋 橋梁 修繕
五泉市 五泉市 下条西山線 無名29 橋梁 修繕
五泉市 五泉市 新保本線 無名30 橋梁 修繕
五泉市 五泉市 寺沢川瀬木越線 無名10 橋梁 修繕
五泉市 五泉市 中川原橋線 中川原橋 橋梁 修繕
五泉市 五泉市 中村村中線 白山橋 橋梁 修繕
五泉市 五泉市 夏針街道線 下阿弥陀瀬1号橋 橋梁 修繕
五泉市 五泉市 夏針街道線 下阿弥陀瀬２号橋 橋梁 修繕
五泉市 五泉市 西四ツ屋小熊線 無名31 橋梁 修繕
五泉市 五泉市 二ツ柳寺本線 無名26 橋梁 修繕
五泉市 五泉市 馬下猿和田線 無名154 橋梁 修繕
五泉市 五泉市 町屋住吉橋線 住吉橋 橋梁 修繕
五泉市 五泉市 安出船越線 無名21 橋梁 修繕
五泉市 五泉市 荻曽根二ツ柳線 無名４３ 橋梁 修繕
五泉市 五泉市 赤羽郷屋線 川東橋 橋梁 修繕
五泉市 五泉市 赤錆１号線 無名５２ 橋梁 修繕
五泉市 五泉市 川瀬南川原線 無名６３ 橋梁 修繕
五泉市 五泉市 滝谷３号線 蛭野４号橋 橋梁 修繕
五泉市 五泉市 能代二ツ柳線 無名４７ 橋梁 修繕
五泉市 点検計画

上越市橋梁長寿命化修繕計画
上越市 上越市 市道上昭和町藤巻線 無名橋221 橋梁 修繕
上越市 上越市 市道下三分一村中4号線 無名橋350 橋梁 修繕
上越市 上越市 市道金山1号線 無名橋490 橋梁 修繕
上越市 上越市 市道坂本西田線 無名橋409 橋梁 修繕
上越市 上越市 市道地頭方上中田線 古川橋 橋梁 修繕
上越市 上越市 市道百間町舟場線 舟場橋 橋梁 修繕
上越市 上越市 市道富岡木田線 無名橋73 橋梁 修繕
上越市 点検計画

上越市道路附属物等長寿命化修繕計画
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新潟県
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上越市 上越市 市道大潟329号線 潟町歩道橋 道路附属物等 更新
阿賀野市橋梁長寿命化修繕計画

阿賀野市 阿賀野市 市区町村道（2級）箸木免小島線 小島新江橋 橋梁 修繕
阿賀野市 阿賀野市 市区町村道（その他）十二神江上線 黒川橋 橋梁 修繕
阿賀野市 阿賀野市 市区町村道（その他）上一分沢口線 上沢橋 橋梁 修繕
阿賀野市 阿賀野市 市区町村道（その他）袖ノ葉線 無名橋69 橋梁 修繕
阿賀野市 阿賀野市 市区町村道（その他）北新町横町線 無名橋63 橋梁 修繕
阿賀野市 点検計画

佐渡市橋梁長寿命化修繕計画
佐渡市 佐渡市 市道(2級)両津幹線5号線 夷２号橋 橋梁 修繕
佐渡市 佐渡市 市道(その他)須畑線 関根橋 橋梁 修繕
佐渡市 佐渡市 市道(その他)豊田6号線 矢坪橋 橋梁 修繕
佐渡市 佐渡市 市道(その他)後尾1号線 後尾５号橋 橋梁 修繕
佐渡市 佐渡市 市道(その他)高崎35号線 高崎35号線橋 橋梁 修繕
佐渡市 点検計画

佐渡市トンネル長寿命化修繕計画
佐渡市 佐渡市 市道(1級)小木半島巡環線 沢崎トンネル トンネル 修繕
佐渡市 佐渡市 市道(1級)小木半島巡環線 枕状岩トンネル トンネル 修繕

魚沼市橋梁長寿命化修繕計画
魚沼市 点検計画

南魚沼市橋梁長寿命化修繕計画
南魚沼市 南魚沼市 坂戸上町線 坂戸橋 橋梁 修繕
南魚沼市 南魚沼市 山口村中線 夕ノ沢上橋 橋梁 修繕
南魚沼市 南魚沼市 小川清水瀬線 小川橋 橋梁 修繕
南魚沼市 南魚沼市 中富線 三島沢川橋 橋梁 修繕
南魚沼市 南魚沼市 八色原線 浦佐八色2号橋 橋梁 修繕
南魚沼市 南魚沼市 門前大桑原線 門前上橋 橋梁 修繕
南魚沼市 点検計画

南魚沼市道路附属物等長寿命化修繕計画
南魚沼市 南魚沼市 大崎穴地線 細越隧道 道路附属物等 修繕

胎内市橋梁長寿命化修繕計画
胎内市 胎内市 市区町村道（１級）東本町・大川町・十二林線 更正橋 橋梁 修繕
胎内市 点検計画

聖籠町橋梁長寿命化修繕計画
聖籠町 聖籠町 市区町村道（その他）結東逆巻線 桃山新用水橋 橋梁 修繕
聖籠町 点検計画

弥彦村橋梁長寿命化修繕計画
弥彦村 弥彦村 市区町村道（2級）弥彦中山線 矢川排水１号橋 橋梁 修繕
弥彦村 弥彦村 市区町村道（その他）広域幹線10号線 魵穴大橋 橋梁 修繕
弥彦村 点検計画

田上町橋梁長寿命化修繕計画
田上町 田上町 市区町村道（その他）結東逆巻線 新川１号橋 橋梁 修繕
田上町 田上町 市区町村道（その他）結東逆巻線 無名橋7 橋梁 修繕
田上町 点検計画

阿賀町橋梁長寿命化修繕計画
阿賀町 阿賀町 市区町村道（その他）小杉線 小杉橋 橋梁 修繕
阿賀町 阿賀町 市区町村道（その他）天満線 天神橋 橋梁 修繕
阿賀町 点検計画

出雲崎町橋梁長寿命化修繕計画
出雲崎町 点検計画

湯沢町橋梁長寿命化修繕計画
湯沢町 湯沢町 市区町村道（1級）東山線 立柄橋 橋梁 修繕
湯沢町 点検計画

津南町橋梁長寿命化修繕計画
津南町 津南町 市区町村道（2級）落水線 落水橋 橋梁 修繕
津南町 津南町 市区町村道（その他）結東逆巻線 猿飛橋 橋梁 修繕
津南町 点検計画

関川村橋梁長寿命化修繕計画
関川村 関川村 市区町村道（その他）結東逆巻線 上関跨線橋 橋梁 修繕
関川村 点検計画

粟島浦村橋梁長寿命化修繕計画
粟島浦村 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：新潟県 単位：百万円

阿賀悠久の郷・みちからはじまる活性化計画 阿賀町 100

自然・人・産業の和で築く安心の南魚沼まちづくり計画 南魚沼市 59

新発田市観光周遊ルートの形成による地域再生計画 新発田市 5

　小　計 164

※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



新 潟 県

水管理・国土保全局



令和４年度当初予算　河川事業（直轄・新潟県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

荒川 荒川 一般河川改修事業 100　 村上市
むらかみし

阿賀野川 阿賀野川 一般河川改修事業 409　 阿賀野市
あがのし

信濃川 信濃川下流 一般河川改修事業 935　 新潟市
にいがたし

信濃川 信濃川 一般河川改修事業 8,032　 長岡市
ながおかし

、燕市
つばめし

関川 関川 一般河川改修事業 455　 上越市
じょうえつし

姫川 姫川 一般河川改修事業 137　 糸魚川市
いといがわし

荒川 荒川 河川工作物関連応急対策事業 74　 村上
むらかみ

市
し

、関川
せきかわ

村
むら

阿賀野川 阿賀野川 河川工作物関連応急対策事業 18　 五泉市
ご せ ん し

、阿賀野市
あ が の し

信濃川 信濃川下流 河川工作物関連応急対策事業 40　 燕市
つばめし

荒川 総合水系環境整備事業 95　 関川村
せきかわむら

阿賀野川 総合水系環境整備事業 107　
≪福島県

ふくしまけん

≫会津坂下町
あいづばんげまち

、湯川
ゆがわ

村
むら

≪新潟県
にいがたけん

≫新潟市
にいがたし

、阿賀野市
あ が の 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・新潟県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

信濃川 信濃川 河川災害復旧等関連緊急事業 1,180　 津南町
つなんまち

鵜川 鵜川 事業間連携河川事業 94　 柏崎市
かしわざきし

阿賀野川 新井郷川（福島潟） 大規模特定河川事業 1,580　 新潟市
にいがたし

、新発田市
し ば た し

阿賀野川 大通川 大規模特定河川事業 160　 新潟市
にいがたし

信濃川 中ノ口川 大規模特定河川事業 290　 新潟市
にいがたし

信濃川 浄土川 大規模特定河川事業 150　 長岡市
ながおかし

阿賀野川　外 福島潟放水路　外 河川メンテナンス事業 222　 ※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・新潟県）

※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

新潟市
にいがたし

阿賀野川 福島潟放水路 福島潟放水路

新潟市
にいがたし

信濃川 通船川 山の下閘門排水機場

長岡
ながおか

市
し

信濃川 大平沢川 大平沢川排水機場

特定構造物更新事業

新潟県



新潟県

　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。

( 3,247)
河川整備事業費 3,245 

　河川総合開発事業費補助
( 532)

　　建設工事 530 
( 135)

胎内川総合開発 134 胎内川ダム再開発
( 397)

儀明川ダム 396 

　治水ダム等建設事業費補助
( 2,715)

　　建設工事 2,715 
( 2,715)

鵜川ダム 2,715 

( 0)
離島振興事業費 0 

　河川総合開発事業費補助
( 0)

　　建設工事 0 
( 0)

新保川ダム再開発 0 生活貯水池　※１

(注)　備考欄の※１の事業については、当面の間、事業進捗が見込めない事業等であり、補助事業としての予算計上を見送るものである。

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・新潟県）

（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 新発田市、村上市、三条市 36 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・新潟県）

別　　　紙

実施主体 市町村名 水系名 河川名 ダム名

新発田市 加治川 内倉川 内の倉ダム

新発田市 加治川 加治川 加治川治水ダム

村上市 三面川 三面川 三面ダム

三条市 信濃川 五十嵐川 大谷ダム

新潟県



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

しなのがわかりゅう うおのがわ うおのがわかりゅうとこがためこうぐん みなみうおぬまぐん ゆざわまち つちだる

湯沢砂防 砂防 信濃川下流 魚野川 魚野川下流床固工群 南魚沼郡 湯沢町 土樽 床固工 201

しなのがわかりゅう うおのがわ まつかわいりかわ まつかわいりかわけいりゅうほぜんこう みなみうおぬまぐん ゆざわまち つちだる

信濃川下流 魚野川 松川入川 松川入川渓流保全工 南魚沼郡 湯沢町 土樽 渓流保全工 151

しなのがわかりゅう うおのがわ ひのまたたに ひのまたたにさぼうえんてい みなみうおぬまぐん ゆざわまち つちだる

信濃川下流 魚野川 檜ノ又谷 檜ノ又谷砂防堰堤 南魚沼郡 湯沢町 土樽 砂防堰堤工 168

しなのがわかりゅう うおのがわ だいげんたがわ だいげんたがわだいいちごうさぼうえんていかいちく みなみうおぬまぐん ゆざわまち つちだる

信濃川下流 魚野川 大源太川 大源太川第１号砂防堰堤改築 南魚沼郡 湯沢町 土樽 砂防堰堤工 151

しなのがわかりゅう うおのがわ いがしらさわ いがしらさわさぼうえんてい みなみうおぬまぐん ゆざわまち つちだる

信濃川下流 魚野川 居頭沢 居頭沢砂防堰堤 南魚沼郡 湯沢町 土樽 砂防堰堤工 50

しなのがわかりゅう うおのがわ のぼりかわ のぼりかわとこがためこうぐん みなみうおぬまし たきや、ながさき

信濃川下流 魚野川 登川 登川床固工群 南魚沼市 滝谷、長崎 床固工 314

しなのがわかりゅう うおのがわ まるのさわ まるのさわさぼうえんていぐん みなみうおぬまし しみず

信濃川下流 魚野川 丸ノ沢 丸ノ沢砂防堰堤群 南魚沼市 清水 砂防堰堤工 134

しなのがわかりゅう うおのがわ のぼりかわ のぼりかわりゅういきさぼうえんていかいちく みなみうおぬまし しみず

信濃川下流 魚野川 登川 登川流域砂防堰堤改築 南魚沼市 清水 砂防堰堤工 319

しなのがわかりゅう うおのがわ うばさわがわ うばさわがわだいさんごうさぼうえんてい みなみうおぬまし うばさわしんでん

信濃川下流 魚野川 姥沢川 姥沢川第３号砂防堰堤 南魚沼市 姥沢新田 砂防堰堤工 1

しなのがわかりゅう うおのがわ こうだながわ こうだながわさぼうえんていぐん みなみうおぬまし ながさき

信濃川下流 魚野川 高棚川 高棚川砂防堰堤群 南魚沼市 長崎 砂防堰堤工 828

しなのがわかりゅう うおのがわ さぐりがわ さぐりがわちゅうりゅういきどしゃさいがいたいさく みなみうおぬまし おがわ、つちさわ、あぜち

信濃川下流 魚野川 三国川 三国川中流域土砂災害対策 南魚沼市 小川、土沢、畔地 砂防堰堤工 144

しなのがわかりゅう うおのがわ みずなしがわ みずなしがわりゅういきさぼうえんていかいちく みなみうおぬまし あらやま

信濃川下流 魚野川 水無川 水無川流域砂防堰堤改築 南魚沼市 荒山 砂防堰堤工 1

しなのがわかりゅう うおのがわ いもがわ いもがわりゅういきさぼうせつびかいちく うおぬまし りゅうこう

信濃川下流 魚野川 芋川 芋川流域砂防設備改築 魚沼市 竜光 遊砂地工 126

しなのがわかりゅう うおのがわ まつばがわ まつばがわさぼうえんてい ながおかし かわぐちたむぎやま

信濃川下流 魚野川 松葉川 松葉川砂防堰堤 長岡市 川口田麦山 砂防堰堤工 6

しなのがわかりゅう うおのがわ しみずさわがわ あいかわがわりゅういきさぼうえんていぐん ながおかし かわぐちたむぎやま

信濃川下流 魚野川 清水沢川 相川川流域砂防堰堤群 長岡市 川口田麦山 砂防堰堤工 33

しなのがわかりゅう うおのがわ あぶるまがわりゅういきさぼうえんていかいちく うおぬまし

信濃川下流 魚野川 破間川流域砂防堰堤改築 魚沼市 砂防堰堤工 1

砂防
合計 16 箇所 2,628

令和４年度　直轄砂防事業箇所別調書（新潟県　１／５）

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

しなのがわかりゅう うおのがわ いちのさわ いちのさわさぼうえんていぐん うおぬまし おおしらかわ

湯沢砂防 火山砂防 信濃川下流 魚野川 市ノ沢 市ノ沢砂防堰堤群 魚沼市 大白川 砂防堰堤工 156

しなのがわかりゅう うおのがわ やなぎかさざわ やなぎかさざわさぼうえんてい うおぬまし あなざわ

信濃川下流 魚野川 柳笠沢 柳笠沢砂防堰堤 魚沼市 穴沢 砂防堰堤工 1

しなのがわかりゅう きよつがわ あさかいがわ あさかいがわけいりゅうほぜんこう みなみうおぬまぐん ゆざわまち みくに

信濃川下流 清津川 浅貝川 浅貝川渓流保全工 南魚沼郡 湯沢町 三国 渓流保全工 156

しなのがわかりゅう きよつがわ みつまたけいりゅうほぜんこう みなみうおぬまぐん ゆざわまち みつまた

信濃川下流 清津川 三俣渓流保全工 南魚沼郡 湯沢町 三俣 渓流保全工 156

しなのがわかりゅう きよつがわ やぎさわ みつまたさぼうえんていぐん みなみうおぬまぐん ゆざわまち みつまた

信濃川下流 清津川 八木沢 三俣砂防堰堤群 南魚沼郡 湯沢町 三俣 砂防堰堤工 127

しなのがわかりゅう きよつがわ きよつがわりゅういきさぼうえんていかいちく みなみうおぬまぐん、なかうおぬまぐん、とおかまちし ゆざわまち、つなんまち

信濃川下流 清津川 清津川流域砂防堰堤改築 南魚沼郡、中魚沼郡、十日町市 湯沢町、津南町 砂防堰堤工 1

しなのがわかりゅう きよつがわ きよつきょうけいりゅうほぜんこう とおかまちし

信濃川下流 清津川 清津峡渓流保全工 十日町市 渓流保全工 1

しなのがわかりゅう きよつがわ かまがわ かまがわじょうりゅうだいさんごうさぼうえんてい なかうおぬまぐん つなんまち おおば

信濃川下流 清津川 釜川 釜川上流第３号砂防堰堤 中魚沼郡 津南町 大場 砂防堰堤工 1

しなのがわかりゅう なかつがわ なかつがわとこがためこうぐん なかうおぬまぐん つなんまち いしざか

信濃川下流 中津川 中津川床固工群 中魚沼郡 津南町 石坂 床固工 239

しなのがわかりゅう なかつがわ いしぐろがわ いしぐろがわさぼうえんていぐん なかうおぬまぐん つなんまち あしがさき

信濃川下流 中津川 石黒川 石黒川砂防堰堤群 中魚沼郡 津南町 芦ヶ崎 砂防堰堤工 136

しなのがわかりゅう なかつがわ なかつがわりゅういきさぼうえんていかいちく なかうおぬまぐん つなんまち

信濃川下流 中津川 中津川流域砂防堰堤改築 中魚沼郡 津南町 砂防堰堤工 1

火山砂防
合計 11 箇所 975

合計 27 箇所 3,603

令和４年度　直轄砂防事業箇所別調書（新潟県　２／５）

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

ひめかわ おおどころがわ おおどころだいきゅうごうさぼうえんてい いといがわし おおところ

松本砂防 砂防 姫川 大所川 大所第９号砂防堰堤 糸魚川市 大所 砂防堰堤工 228

ひめかわ おおどころがわ おおどころだいごごうさぼうえんてい いといがわし おおところ

姫川 大所川 大所第５号砂防堰堤 糸魚川市 大所 砂防堰堤工 38

ひめかわ おおどころがわ おおどころだいじゅうごうかりゅうさぼうえんていかいちく いといがわし おおところ

姫川 大所川 大所第１０号下流砂防堰堤改築 糸魚川市 大所 砂防堰堤工 2

ひめかわ こたきがわ こたきだいいちごうかりゅうさぼうえんてい いといがわし こたき

姫川 小滝川 小滝第１号下流砂防堰堤 糸魚川市 小滝 砂防堰堤工 6

ひめかわ こたきがわ たなかがわ たなかがわさぼうえんてい いといがわし こたき

姫川 小滝川 田中川 田中川砂防堰堤 糸魚川市 小滝 砂防堰堤工 146

ひめかわ ひめかわ くずはじょうりゅうとこがためこうぐんかいちく いといがわし おおところ

姫川 姫川 葛葉上流床固工群改築 糸魚川市 大所 床固工 210

合計 6 箇所 630

令和４年度　直轄砂防事業箇所別調書（新潟県　３／５）

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

いいでさんけい かじかわ たきだにさわ たきだにさわさぼうえんていぐん しばたし たきだに

飯豊山系砂防 砂防 飯豊山系 加治川 滝谷沢 滝谷沢砂防堰堤群 新発田市 滝谷 砂防堰堤工 71
いいでさんけい かじかわ よこやまさわ よこやまさわじょうりゅうさぼうえんてい しばたし よこやま

飯豊山系 加治川 横山沢 横山沢上流砂防堰堤 新発田市 横山 砂防堰堤工 213
いいでさんけい かじかわ なかなかやまさわ なかなかやまさわさぼうえんてい しばたし なかなかやま

飯豊山系 加治川 中中山沢 中中山沢砂防堰堤 新発田市 中々山 砂防堰堤工 2
いいでさんけい かじかわ たなはしがわ かじかわさぼうしせつかいちく しばたし かみあかたに

飯豊山系 加治川 棚橋川 加治川砂防施設改築 新発田市 上赤谷 砂防堰堤工 1
いいでさんけい あらかわ ふじさわがわ ふじさわがわだいさんごうさぼうえんてい いわふねぐん せきかわむら なかまるけ

飯豊山系 荒川 藤沢川 藤沢川第３号砂防堰堤 岩船郡 関川村 中束 砂防堰堤工 30
いいでさんけい あらかわ あらかわかりゅうどしゃ・りゅうぼくたいさくさぼうえんていかいちく いわふねぐん、たいないし せきかわむら しもつちざわ、くわえざわ、くわえ

飯豊山系 荒川 荒川下流土砂・流木対策砂防堰堤改築 岩船郡、胎内市 関川村 下土沢、鍬江沢、鍬江 砂防堰堤工 135

合計 6 箇所 452

令和４年度　直轄砂防事業箇所別調書（新潟県　４／５）

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

いいでさんけい あがのがわ むかいさわ むかいさわさぼうえんてい ひがしかんばらぐん あがまち あらさわ

阿賀野川河川 砂防 飯豊山系 阿賀野川 向沢 向沢砂防堰堤 東蒲原郡 阿賀町 荒沢 砂防堰堤工 148

いいでさんけい あがのがわ まとりがわ まとりがわかりゅうさぼうえんてい ひがしかんばらぐん あがまち あらさわ

飯豊山系 阿賀野川 馬取川 馬取川下流砂防堰堤 東蒲原郡 阿賀町 荒沢 砂防堰堤工 170

合計 2 箇所 318

令和４年度　直轄砂防事業箇所別調書（新潟県　５／５）

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 あがのがわ あがのがわりゅういき（あがちく） ひがしかんばらぐん あがまち いしまほか さぼうえんていこう

砂防等事業 阿賀野川 阿賀野川流域（阿賀地区） 東蒲原郡 阿賀町 石間外 砂防堰堤工 138
すもんがわ すもんがわりゅういき さんじょうし よしがひらほか さぼうえんていこう

守門川 守門川流域 三条市 吉ヶ平外 砂防堰堤工 15
かりやたがわ かりやたがわりゅういき ながおかし にればらほか さぼうえんていこう

刈谷田川 刈谷田川流域 長岡市 楡原外 砂防堰堤工 71.75
おおたがわ おおたがわりゅういき ながおかし たきやほか さぼうえんていこう

太田川 太田川流域 長岡市 滝谷外 砂防堰堤工 36.75
うおのがわ うおのがわりゅういき（うおぬまちく） みなみうおぬましほか みやのしたほか さぼうえんていこう

魚野川 魚野川流域（魚沼地区） 南魚沼市外 宮野下外 砂防堰堤工 132.25
あぶるまがわ あぶるまがわりゅういき うおぬまし たかくらほか さぼうえんていこう

破間川 破間川流域 魚沼市 高倉外 砂防堰堤工 159.5
しなのがわ しなのがわりゅういき（とおかまちちく） とおかまちし もとやしきほか さぼうえんていこう

信濃川 信濃川流域（十日町地区） 十日町市 本屋敷外 砂防堰堤工 243.75
せきかわ せきかわりゅういき（みょうこうちく） みょうこうし しもにごりかわほか さぼうえんていこう

関川 関川流域（妙高地区） 妙高市 下濁川外 砂防堰堤工 135
やしろがわ やしろがわりゅういき みょうこうし にしすがぬましんでんほか さぼうえんていこう

矢代川 矢代川流域 妙高市 西菅沼新田外 砂防堰堤工 114
ながさわがわ ながさわがわりゅういき みょうこうし ながさわほか さぼうえんていこう

長沢川 長沢川流域 妙高市 長沢外 砂防堰堤工 42
ねちがわ ねちがわりゅういき いといがわし かじやまほか さぼうえんていこう

根知川 根知川流域 糸魚川市 梶山外 砂防堰堤工 71
うかわ うかわりゅういき かしわざきし さみずほか さぼうえんていこう

鵜川 鵜川流域 柏崎市 佐水外 砂防堰堤工 30
くわとりがわ くわとりがわりゅういき じょうえつし にしやまでらほか さぼうえんていこう

桑取川 桑取川流域 上越市 西山寺外 砂防堰堤工 116
のうがわ のうがわりゅういき いといがわし ものいでほか さぼうえんていこう

能生川 能生川流域 糸魚川市 物出外 砂防堰堤工 57
はやかわ はやかわりゅういき いといがわし おおだいらほか さぼうえんていこう

早川 早川流域 糸魚川市 大平外 砂防堰堤工 222
しなのがわ みょうごさわ おぢやし いわさわ さぼうえんていこう

信濃川 みょうご沢 小千谷市 岩沢 砂防堰堤工 30

小計 １６箇所 1,614

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（新潟県　1/6）

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 せきかわ うらがわらさわいりさわ じょうえつし うらがわらくさくらしま さぼうえんていこう

砂防等事業 関川 浦川原沢入沢 上越市 浦川原区桜島 砂防堰堤工 30
せきかわ がきさわがわ じょうえつし みなみがた さぼうえんていこう

関川 ガキ沢川 上越市 南方 砂防堰堤工 30

しなのがわ おとよしがわ ながおかし おとよしまち さぼうえんていこう

信濃川 乙吉川 長岡市 乙吉町 砂防堰堤工 60
しなのがわ みずかみがわ１ ながおかし すよしまち さぼうえんていこう

信濃川 水上川１ 長岡市 栖吉町 砂防堰堤工 70

しなのがわ とうげさわ ながおかし かみぎり さぼうえんていこう

信濃川 峠沢 長岡市 上桐 砂防堰堤工 60
しなのがわ ひじりさわ おぢやし かみかたがい さぼうえんていこう

信濃川 日尻沢 小千谷市 上片貝 砂防堰堤工 10

しなのがわ どぐちがわ おぢやし いわさわ さぼうえんていこう

信濃川 土口川 小千谷市 岩沢 砂防堰堤工 30
せきかわ きたやまがわ じょうえつし うらがわらくこやじま さぼうえんていこう

関川 北山川 上越市 浦川原区小谷島 砂防堰堤工 60

つついしがわ つついしがわ いといがわし つついし さぼうえんていこう

筒石川 筒石川 糸魚川市 筒石 砂防堰堤工 60

たなかがわ たなかがわ じょうえつし ながはま さぼうえんていこう

田中川 田中川 上越市 長浜 砂防堰堤工 60

小計 １０箇所 470

２６箇所 2,084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（新潟県　2/6）

事業区分 水系名 渓流名 所在地



地すべり
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

大規模特定 しぶみがわりゅういき とおかまちし うらた　ほか しゅうすいせいこう

砂防等事業 渋海川流域 十日町市 浦田　外 集水井工 36
ほくらがわりゅういき じょうえつし やすづかくにほんぎ　ほか よこぼーりんぐこう

保倉川流域 上越市 安塚区二本木　外 横ボーリング工 133
くしいけがわりゅういき じょうえつし きよさとくきたの　ほか よこぼーりんぐこう

櫛池川流域 上越市 清里区北野　外 横ボーリング工 12
べっしょがわりゅういき じょうえつし いたくらくこくがわ　ほか しゅうすいせいこう

別所川流域 上越市 板倉区国川　外 集水井工 12
ばばがわりゅういき みょうこうし こつぼね　ほか よこぼーりんぐこう

馬場川流域 妙高市 小局　外 横ボーリング工 12
さばいしがわりゅういき かしわざきし やまだに　ほか よこぼーりんぐこう

鯖石川流域 柏崎市 山澗　外 横ボーリング工 16
かきざきがわりゅういき じょうえつし かきざきくくろいわ　ほか しゅうすいせいこう

柿崎川流域 上越市 柿崎区黒岩　外 集水井工 24
なだちがわりゅういき じょうえつし なだちくあかのまた　ほか よこぼーりんぐこう

名立川流域 上越市 名立区赤野俣　外 横ボーリング工 40

小計 ８箇所 285

事業間連携 あさひがわ ながおかし やまこし よこぼーりんぐこう

砂防等事業 朝日川 長岡市 山古志 横ボーリング工 27
てらどまり ながおかし てらどまり しゅうすいせいこう

寺泊 長岡市 寺泊 集水井工 24
たけいし ながおかし おぐにまちたけいし よこぼーりんぐこう

武石 長岡市 小国町武石 横ボーリング工 10
ながはま じょうえつし ながはま すいろこう

長浜 上越市 長浜 水路工 21
あおぬけ いといがわし こたき とこがためこう

青ぬけ 糸魚川市 小滝 床固工 50

小計 ５箇所 132

１３箇所 417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（新潟県　3/6）

事業区分 水系名 渓流名 所在地



急傾斜
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

まちづくり連携 しちけんまち（２） しばたし いじみの のりめんこう

砂防等事業 七軒町（２） 新発田市 五十公野 法面工 27

１箇所 27
※急傾斜の事業費は補助基本額である

令和４年度　当初予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（新潟県　4/6）

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 たてしま　ほか むらかみし　ほか たてしま　ほか ろうきゅうかたいさく

事業 立島　外 村上市　外 立島　外 老朽化対策 112

１箇所 112
※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（新潟県　5/6）

事業区分 水系名
渓流名
箇所名

所在地

合計



※計画策定のみの箇所は記載していない

施設名 構造物種別 事業種別

むらかみし たてしま たてしまきゅうけいしゃちほうかいぼうししせつ

新潟県 村上市 立島 立島急傾斜地崩壊防止施設 法面工 等 改築
あがまち あかさき あかさきじすべりぼうししせつ

阿賀町 赤崎 赤崎地すべり防止施設 集水井工 改築
さんじょうし おおこうづうがん　ほか おおこうづうがんじすべりぼうししせつ　とう

三条市 大河津右岸　外 大河津右岸地すべり防止施設　等 集水井工　等 改築
ながおかし やづ　ほか やづじすべりぼうししせつ　とう

長岡市 矢津　外 矢津地すべり防止施設　等 集水井工　等 改築
おぢやし ちやがわ ちやがわきゅうけいしゃちほうかいぼうししせつ

小千谷市 千谷川 千谷川急傾斜地崩壊防止施設 法面工 改築
うおぬまし いもざやしんでん いもざやしんでんじすべりぼうししせつ

魚沼市 芋鞘新田 芋鞘新田地すべり防止施設 集水井工 改築
とおかまちし がっこうちょうひがし がっこうちょうひがしきゅうけいしゃちほうかいぼうししせつ

十日町市 学校町東 学校町東急傾斜地崩壊防止施設 法面工 改築
じょうえつし のだ　ほか のだじすべりぼうししせつ　とう

上越市 野田　外 野田地すべり防止施設　等 集水井工　等 改築
みょうこうし すぶんどうがわ　ほか すぶんどうがわななごうさぼうえんてい　とう

妙高市 寸分道川　外 寸分道川７号砂防堰堤　等 砂防堰堤工　等 改築
いといがわし たまのき　ほか たまのきじすべりぼうししせつ　とう

糸魚川市 玉ノ木　外 玉ノ木地すべり防止施設　等 アンカー工　等 改築
さどし きたまつがさき　ほか きたまつがさきじすべりぼうししせつ　とう

佐渡市 北松ヶ崎　外 北松ヶ崎地すべり防止施設　等 横ボーリング工　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（新潟県　6/6）

事業主体名 市町村名
渓流名
箇所名



北陸地方整備局（新潟県） （単位：百万円）

海岸保全施設整備事業 新潟海岸 新潟
にいがた

市
し

698

新潟県　計 698

事　業　名 海岸名 市町村名 事業費 備考

令和４年度当初　配分予算
（水管理・国土保全局海岸室所管　直轄海岸事業）



新潟県 （単位：百万円）

海岸メンテナンス事業 上輪海岸、小野見海岸、内地海岸　等 柏崎市
かしわざきし

、村上市
む ら か み し

、佐渡市
さ ど し

　等
と う

100 ※個別内容については、別紙参照

新潟県　計 100

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・新潟県）

※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

新潟県 柏崎市 上輪海岸メンテナンス事業 護岸

新潟県 佐渡市 小野見海岸メンテナンス事業 護岸

新潟県
村上市、胎内市、新発田市、聖篭町、
新潟市、長岡市、出雲崎町、柏崎市、
上越市、糸魚川市

内地海岸メンテナンス事業 長寿命化計画

新潟県 佐渡市、粟島浦村 離島海岸メンテナンス事業 長寿命化計画



令和４年度当初予算　下水道事業

都道府県名：新潟県 （単位：千円）

鳥屋野・万代・下所島排水区大規模雨
水処理施設整備事業

新潟市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

800,000 400,000

白山・南本町第１排水区大規模雨水処
理施設整備事業

五泉市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

169,762 84,881

上越処理区大規模雨水処理施設整備
事業

上越市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

183,144 91,572

事業名 事業主体 事業種別 事業費 国費

計 1,152,906 576,453



新　潟　県

都市局



※市町村名は令和4年3月31日現在である。
種　　　別：　国営公園等
所　　　管：　国土交通省
都道府県名：　新潟県

（単位：百万円）

整備 国営越後丘陵公園 長岡市 203

維持管理 国営越後丘陵公園 長岡市 637

令和４年度　予算箇所表

工種 公園名 市町村名 事業費 備考



令和４年度　当初予算配分

一般会計　（組織）国土交通本省　 新潟県

（項）都市再生・地域再生整備事業費　　（目）都市構造再編集中支援事業費補助　　（目細）都市構造再編集中支援事業費補助 （単位：千円）

事業 継続

都市名 主体 新規 箇　所　名 補助率 内示額 摘　　要

1/2, 226,526

長岡市 長岡市 継続 長岡市中心市街地地区 4.5/10 107,600

48,000

長岡市 長岡市 継続 長岡市栃尾地区 1/2 24,000

1/2, 51,368

長岡市 長岡市 新規 長岡市与板地区 4.5/10 24,400

342,000

三条市 三条市 継続 三条市中心市街地地区（第二期） 1/2 171,000

1,332,800

小千谷市 小千谷市 継続 西小千谷市街地地区 1/2 666,400

387,400

見附市 見附市 継続 第２期見附駅周辺地区 1/2 193,700

138,200

糸魚川市 糸魚川市 新規 糸魚川駅北地区（２期） 1/2 69,100

17,600

妙高市 妙高市 新規 妙高市中心拠点地区 1/2 8,800

1/2, 786,316

魚沼市 魚沼市 新規 小出地区 4.5/10 373,500

336,000

湯沢町 湯沢町 継続 越後湯沢駅周辺地区 1/2 168,000

3,666,210

合計 1,806,500

内示額について、下段を国費とする。



令和4年度　当初予算配分

一般会計　（組織）国土交通本省　 新潟市

（項）都市再生・地域再生整備事業費　　（目）都市再生推進事業費補助　（目細）都市再生推進事業費補助 （単位：千円）

事業 継続

都市名 主体 新規 箇　所　名 補助率 内示額 摘　　要

24,000

新潟市 新潟市 新規 中心市街地 1/2 12,000 都市空間情報デジタル基盤構築支援事業

24,000

合計 12,000

内示額について、下段を国費とする。



令和４年度

街路交通調査 新潟県
（単位：千円）

（ 4,500 ）
1,500

（ 4,200 ）
1,400

計 （ 8,700 ）
2,900

備考 １：上段（　）書は事業費
　　 ２：補助金名は街路交通調査費補助
　　 ３：国の歳出予算の(項)は地域連携道路事業費､(目)は道路調査費補助､(目の細分)は街路交通調査費補助

整理
番号

事業名 都市名
事業
主体

継/新 補助率 国庫補助額 摘要

街路交通調査費補助(総
合都市交通体系調査)

新潟県管内 県 継 1/3
新潟県総合都市交通
体系調査

街路交通調査費補助(総
合都市交通体系調査)

南魚沼市管内
南魚沼
市

新 1/3
南魚沼市総合都市交
通体系調査



令和４年度

街路交通調査 新潟市
（単位：千円）

（ 19,800 ）
6,600

計 （ 19,800 ）
6,600

備考 １：上段（　）書は事業費
　　 ２：補助金名は街路交通調査費補助
　　 ３：国の歳出予算の(項)は地域連携道路事業費､(目)は道路調査費補助､(目の細分)は街路交通調査費補助

街路交通調査費補助(総
合都市交通体系調査)

新潟市管内 新潟市 新 1/3
新潟市都市交通特性
調査

国庫補助額 摘要
整理
番号

事業名 都市名
事業
主体

継/新 補助率



令和４年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:新潟県 (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） 飯門田新田線 上越市
上越魚沼地域振興快速道路アク
セス

319

改築 （都） 黒井藤野新田線 上越市 直江津港アクセス 176

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:新潟県 (単位: 百万円)

工種 路線名 市町村名 事業名（箇所） 事業費

補助事業

連続立体交差 ＪＲ信越本線等 新潟市 新潟駅付近 2,200

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:新潟県 (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 長岡市 高山踏切道 長岡市 7

踏切道改良計画事業 十日町市 稲荷町踏切道 十日町市 168

踏切道改良計画事業 村上市 第二村上街道踏切道 村上市 2



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:新潟県 (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 新潟県 新潟県無電柱化推進計画事業 196
(主)高田停車場線〔上越市〕、(一)長岡中之島見附線
〔長岡市〕

無電柱化推進計画事業 南魚沼市 南魚沼市無電柱化推進計画事業 30 (市)長森下村線、(市)長森作田線



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:新潟県 (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） 新潟県 新潟県通学路緊急対策推進計画 5,293

浦瀬小学校、越路西小学校、石坂小学校、福戸小学
校、井栗小学校、長沢小学校、十日町小学校、見附
小学校、名木野小学校、保内小学校、五泉小学校、
柿崎小学校、三郷小学校、南本町小学校、美守小学
校、保倉小学校、北諏訪小学校、堀之内小学校、お
おまき小学校、塩沢小学校、城内小学校、赤石小学
校、中之島小学校、三川小学校、湯沢小学校、津南
小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 新潟市 新潟市通学路緊急対策推進計画 25

鎧郷小学校、潟東小学校、巻南小学校、巻北小学
校、岩室小学校、桜が丘小学校、升潟小学校、松野
尾小学校、沼垂小学校、上山小学校、上所小学校、
新潟小学校、新津第一小学校、曽根小学校、大野小
学校、中之口西小学校、中之口東小学校、和納小学
校

交通安全対策（通学路緊急対策） 三条市 新潟県三条市通学路緊急対策推進計画 250 須頃小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 柏崎市 新潟県柏崎市通学路緊急対策推進計画 10 半田小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 十日町市 新潟県十日町市通学路緊急対策推進計画 73 川治小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 上越市 新潟県上越市通学路緊急対策推進計画 116 高田西小学校、大手町小学校、里公小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 佐渡市 新潟県佐渡市通学路緊急対策推進計画 10 二宮小学校



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:新潟県 (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） 南魚沼市 新潟県南魚沼市通学路緊急対策推進計画 12 城内小学校、薮神小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 津南町 新潟県津南町通学路緊急対策推進計画 25 津南小学校



令和４年度　当初予算　箇所表 参 考

※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成 

都道府県名:新潟県

整備計画名 要素事業名 市町村名 事業主体

一般国道404号　塚野山道路 長岡市 新潟県

（主）長岡見附三条線　浦瀬工区 長岡市 新潟県

（主）柏崎高浜堀之内線　村松改良 長岡市 新潟県

（一）大荒戸越路線　寺宝工区 長岡市 新潟県

一般国道289号　荻堀工区 三条市 新潟県

一般国道403号　三条北道路 三条市 新潟県

（都）本町東線 十日町市 新潟県

（都）見附下新町線　学校町新町工区 見附市 新潟県

（都）見附下新町線 見附市 新潟県

（都）東大通り線 村上市 新潟県

（都）土深本町善願線 五泉市 新潟県

一般国道253号　福橋工区 上越市 新潟県

（主）柿崎小国線　柿崎工区 上越市 新潟県

（主）新井柿崎線　沖柳工区 上越市 新潟県

（一）青柳高田線　下稲塚工区 上越市 新潟県

（一）田屋戸野目線　下名柄工区 上越市 新潟県

（都）大貫今池線 上越市 新潟県

（都）大石吉水線 魚沼市 新潟県

（主）塩沢大和線　新堀工区 南魚沼市 新潟県

（一）塩沢停車場八竜新田線　八竜新田第2工区 南魚沼市 新潟県

（一）下折立浦佐停車場線　堂島新田工区 南魚沼市 新潟県

（一）欠ノ上五日町線　大杉新田工区 南魚沼市 新潟県

（一）石打停車場塩沢線　樺野沢工区 南魚沼市 新潟県

（主）新発田津川線　白川道路 阿賀町 新潟県

（一）三川インター線　あが野北工区 阿賀町 新潟県

（一）越後中里停車場線　中里工区 湯沢町 新潟県

（一）万条新田・越後中里停車場線　小坂拡幅 湯沢町 新潟県

（都）宮林岩原線 湯沢町 新潟県

一般国道117号　灰雨改良 津南町 新潟県

一般国道405号　大割野工区 津南町 新潟県

（主）新潟五泉間瀬線　和納小学校工区 新潟市 新潟市

（主）新潟寺泊線　岩室小学校工区 新潟市 新潟市

（主）曽野木一日市線　桜が丘小学校工区 新潟市 新潟市

（一）月潟西川線　潟東小学校工区 新潟市 新潟市

（一）五千石巻新潟線　鎧郷小学校区 新潟市 新潟市

（一）新津茨曽根燕線　中之口東小学校区 新潟市 新潟市

（一）長岡栃尾巻線　中之口西小学校区 新潟市 新潟市

（市）升潟升岡線　升潟小学校区 新潟市 新潟市

（市）曽根駅前通り川崎踏切線　曽根小学校区 新潟市 新潟市

（市）東4-43号線　沼垂小学校工区 新潟市 新潟市

（市）浜浦町東堀通線　新潟小学校工区 新潟市 新潟市

（市）国見南線　潟東小学校工区 新潟市 新潟市

（市）西川ふれあい公園脇堤防道路線　曽根小学校区 新潟市 新潟市

（市）網川原鐙線　上山小学校工区 新潟市 新潟市

（市）和納北野線　和納小学校工区 新潟市 新潟市

（市）巻1-223号線　巻南小学校工区 新潟市 新潟市

（市）巻2-116号線　巻北小学校工区 新潟市 新潟市

（市）巻2-474号線　松野尾小学校1工区 新潟市 新潟市

（市）巻2-474号線　松野尾小学校2工区 新潟市 新潟市

（市）黒埼1-146号線　大野小学校工区 新潟市 新潟市

（市）新津4-30号線　新津第一小学校工区 新潟市 新潟市

（市）南4-58号線　上所小学校工区 新潟市 新潟市

新潟県三条市通学路緊急対策推進計画 （市）市道大島164号線 三条市 三条市

新潟県通学路緊急対策推進計画

新潟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:新潟県

整備計画名 要素事業名 市町村名 事業主体

新潟県柏崎市通学路緊急対策推進計画 （市）柏崎7-165号線 柏崎市 柏崎市

新潟県十日町市通学路緊急対策推進計画 （市）市道北新田線 十日町市 十日町市

（市）更正橋大貫線 上越市 上越市

（市）高校前北通り線ほか 上越市 上越市

（市）里五十公野線 上越市 上越市

（市）仲町線ほか 上越市 上越市

新潟県佐渡市通学路緊急対策推進計画 （市）二宮幹線11・18号 佐渡市 佐渡市

（市）上原藤原線　池田原～藤原工区 南魚沼市 南魚沼市

（市）学校町2号線　一村尾工区 南魚沼市 南魚沼市

新潟県津南町通学路緊急対策推進計画 （町）中央線 津南町 津南町

新潟県上越市通学路緊急対策推進計画

新潟県南魚沼市通学路緊急対策推進計画



新 潟 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 新潟県
地区名 事業名 事業費 備考

長岡市 空き家対策総合支援事業 10,080
三条市 空き家対策総合支援事業 47,160
村上市 空き家対策総合支援事業 11,542
燕市 空き家対策総合支援事業 3,000
糸魚川市 空き家対策総合支援事業 2,500
上越市 空き家対策総合支援事業 4,700
佐渡市 空き家対策総合支援事業 29,802
弥彦村 空き家対策総合支援事業 1,000

109,784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 新潟県
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 3,800
3,800合計



防災・省エネまちづくり緊急促進事業　実施計画（令和４年度　当初配分）

（単位：千円）

都道府県 新潟県
地区名 事業名 事業費 備考

大手通坂之上町地区 防災・省エネまちづくり緊急促進事業 935,900
935,900合計



港 湾 局

(単位：百万円)

事業区分 区分別事業費

新潟県
新潟県
新潟県国 際 拠 点 港 湾 新 潟 新 潟 県 小 計 3,339
新潟県 直 轄 2,820
新潟県 補 助 519
新潟県
新潟県重 要 港 湾 両 津 新 潟 県 小 計 280 離島
新潟県 直 轄 150 離島
新潟県 補 助 130 離島
新潟県
新潟県地 方 港 湾 姫 川 新 潟 県 小 計 700
新潟県 補 助 700
新潟県
新潟県統 合 補 助 統 合 補 助 新 潟 県 小 計 90
新潟県 補 助 90
新潟県
新潟県海 洋 環 境 北 陸 沿 岸 域 国 小 計 22
新潟県 直 轄 22
新潟県

4,431

新 潟 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 新 潟 新 潟 県 小 計 20

補 助 20

20

新 潟 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

新潟県 （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 巻税務署 新潟市　西蒲区 46 外壁改修

合　　計 46



新 潟 県

不動産・建設経済局



新潟県

事業費

11.290

31.556

新潟県 42.846計

社会資本整備円滑化地籍整備事業費補助 十日町市

社会資本整備円滑化地籍整備事業費補助 阿賀野市

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

（新潟県）
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

豊かな河川・海岸環境を育む安
全・安心な地域づくり

新潟県 29,000 

安全で使いやすい賑わいのある
港づくり

新潟県 20,000 

新潟県らしい安全で快適な住環
境づくり（新潟県地域住宅計画
（第４期））

五泉市,佐渡市,魚沼市,新潟県,上越市,柏崎
市,新発田市,小千谷市,十日町市,村上市,燕
市,糸魚川市,南魚沼市,出雲崎町,妙高市,見
附市,津南町,湯沢町

288,561 

群馬・新潟・長野を結ぶ高規格
道路を軸とした広域的産業・物
流活性化計画

新潟県 89,550 

山形福島新潟の四季の魅力溢れ
る資源を活かした広域観光活性
化計画（重点③）

新潟県 233,100 

地域間の交流を強化する道路
ネットワークの整備

新潟県 633,890 

豊かな水環境を育む安全・安心
な地域づくり【下水道】

新潟県,長岡市,柏崎市,加茂市,見附市,村上
市,糸魚川市,阿賀野市,南魚沼市,津南町

1,957,944 

新潟駅周辺地区の賑わいと活力
を創出する交通環境整備（第２
期）

新潟市 203,750 

県都新潟の拠点化と安心して暮
らせる持続可能な交通とまちづ
くり

新潟市 169,408 

緑豊かで魅力にあふれる都市公
園づくり

新潟市 65,000 

新潟駅の拠点性向上（拠点駅ア
クセスの向上）

新潟市 2,018,500 

新潟市地域と住まいの整備計画
（新潟地域住宅計画（第４
期））

新潟市 335,099 

安心・安全を守り快適な暮らし
を支えるみちづくり

新潟市 1,664,753 



（新潟県）
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

新潟市下水道整備計画 新潟市 712,818 

都市の活力と魅力にあふれ、安
全・安心で住みよいまちの実現
（第３期）

長岡市 264,517 

長岡市中心市街地地区整備計画 長岡市 1,300 

長岡の未来を創造する、魅力あ
ふれるまちづくり（重点計画）

長岡市 2,029,498 

信濃川流域における工業団地の
アクセス対策

長岡市 149,500 

長岡市の安全で快適な道路ネッ
トワークの形成

長岡市 554,250 

豊かな水環境を育む安全・安心
な地域づくり【下水道】（重
点）

長岡市,新発田市,加茂市,十日町市,燕市,糸
魚川市,妙高市,五泉市,佐渡市,魚沼市,南魚
沼市,湯沢町

1,197,355 

環境にやさしく次代まで住み継
がれるまちづくり　（重点計
画）

三条市 136,460 

雪や災害に強く安全・安心・快
適に暮らせるまちづくりの推進
（第2期）

三条市 80,000 

三条市における安全・安心・快
適な街路整備

三条市 55,000 

加茂市街地地区第二期都市再生
整備計画

加茂市 12,900 

（十日町市）雪に強い交通基盤
を構築し、安全・安心で快適な
暮らしを支えるまちづくり（第
２期）

十日町市 228,420 

安全で安心な下水道施設整備 上越市 139,785 

人と自然が共生する環境にやさ
しいまちづくり（重点）

上越市 456,077 



（新潟県）
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

（上越市）「人」や「物」の移
動を支える交通ネットワークの
構築（第2期）

上越市 156,200 

地域生活に密着した安全・安心
を確保する道づくり

村上市,阿賀野市,阿賀町,燕市,田上町,見附
市,小千谷市,魚沼市,妙高市,糸魚川市,佐渡
市,加茂市,出雲崎町

284,706 

佐渡市相川地区整備計画 佐渡市 72,300 

14,239,641 

※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

（新潟県）
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

新潟県らしい安全で快適な住環
境づくり（防災・安全（第３
期））（重点計画）

新潟県,長岡市 13,663 

災害に強く豊かな環境を育む安
全・安心な地域づくり（防災・
安全）【河川】重点

新潟県,関川村,五泉市,阿賀野市,阿賀町,新
潟市,三条市,加茂市,燕市,弥彦村,田上町,
長岡市,見附市,小千谷市,十日町市,魚沼市,
南魚沼市,津南町,湯沢町,妙高市,村上市,新
発田市,胎内市,聖籠町,柏崎市,出雲崎町,刈
羽村,上越市,糸魚川市,佐渡市

513,000 

土砂災害に強い安全・安心な地
域づくり（防災・安全）（重
点）

新潟県 48,250 

災害に強く豊かな環境を育む安
全・安心な地域づくり（防災・
安全）【河川・海岸】

新潟県,関川村,五泉市,阿賀野市,阿賀町,新
潟市,三条市,加茂市,燕市,弥彦村,田上町,
長岡市,見附市,小千谷市,十日町市,魚沼市,
南魚沼市,津南町,湯沢町,妙高市,村上市,新
発田市,胎内市,聖籠町,柏崎市,出雲崎町,刈
羽村,上越市,糸魚川市,佐渡市

1,193,000 

新潟県らしい安全で快適な住環
境づくり（防災・安全（第３
期））

新潟県,上越市,新発田市,小千谷市,加茂市,
十日町市,見附市,燕市,糸魚川市,五泉市,魚
沼市,胎内市,出雲崎町,柏崎市,村上市,妙高
市,阿賀野市,佐渡市,南魚沼市,聖籠町,阿賀
町,湯沢町,津南町,関川村,長岡市

647,493 

雪や災害に強く県民の暮らしと
命を守る道路整備（防災・安
全）

新潟県 6,884,434 

災害に強く豊かな環境を育む安
全・安心な地域づくり（防災・
安全）【下水道】

新潟県,長岡市,柏崎市,新発田市,加茂市,十
日町市,見附市,村上市,燕市,糸魚川市,妙高
市,五泉市,阿賀野市,佐渡市,魚沼市,南魚沼
市,胎内市,聖籠町,弥彦村,田上町,阿賀町,
出雲崎町,湯沢町,津南町,関川村

2,354,299 

合同点検に基づく通学路整備
（防災・安全）

新潟県 686,266 

災害に強く豊かな環境を育む安
全・安心な地域づくり【砂防分
野】（防災・安全）

新潟県,新潟市,胎内市,魚沼市,湯沢町,三条
市,十日町市,見附市,糸魚川市,上越市,南魚
沼市,弥彦村

527,633 

新潟県国土強靭化地域計画に基
づく道路の防災・減災対策の推
進（防災・安全）

新潟県 1,680,134 

街路事業における通学路整備
（防災・安全）

新潟県,小千谷市 91,630 



（新潟県）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

災害に強く豊かな環境を育む安
全・安心な地域づくり【港湾海
岸】（防災・安全）

新潟県 156,500 

安全・安心して暮らせる新潟を
支えるみなとづくり（防災・安
全）［重点］

新潟県 12,000 

安全で使いやすい賑わいのある
新潟の港づくり（防災・安全）

新潟県 48,000 

新潟県における災害に強く、安
全・安心・快適な都市公園づく
り（防災・安全）（第２期計
画）

新潟県,加茂市,柏崎市,湯沢町,新発田市,糸
魚川市,十日町市,見附市,佐渡市

288,664 

新潟県における老朽化した都市
公園ストックの重点的な改築・
更新（防災・安全）（第２期計
画）

新潟県,柏崎市,加茂市,糸魚川市,五泉市 575,812 

防災・震災対策による災害に強
い住まいづくり（第３期）

新潟市 191,298 

雪や災害に強く快適に移動でき
る安心・安全な道路の確保（防
災・安全）

新潟市 1,735,120 

新潟市下水道整備計画（防災・
安全）（重点計画）

新潟市 884,278 

新潟市下水道整備計画（防災・
安全）

新潟市 889,540 

生活空間の安全性・利便性の向
上に資する道路空間整備（第２
期）（防災・安全）

新潟市 154,652 

安全・安心な都市公園づくり 新潟市 219,200 

災害に強いまちづくり（防災・
安全）

新潟市 49,100 

長岡市における災害に強い安
全・安心な都市公園づくり

長岡市 49,000 



（新潟県）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

長岡市通学路の安全対策（第２
期）（防災・安全）

長岡市 73,425 

長岡市の雪や災害に強く安全・
安心な道路空間の形成（防災・
安全）

長岡市 809,292 

災害に強く豊かな環境を育む安
全・安心な地域づくり（防災・
安全）【下水道】（重点）

長岡市,柏崎市,十日町市,見附市,村上市,糸
魚川市,佐渡市,魚沼市,南魚沼市,田上町

1,228,850 

安心・安全に住み続けることの
できる住環境の実現（防災・安
全）

三条市 2,585 

三条市における子どもから高齢
者まで安全に利用できる公園づ
くり（防災・安全）

三条市 22,500 

災害に強く安心して暮らせるま
ちづくり（防災・安全）

三条市 33,298 

災害に強く安心して暮らせるま
ちづくり（防災・安全）　（重
点計画）

三条市 242,685 

雪に強く安全・安心に暮らせる
まちづくりの推進

三条市 65,800 

新発田市東豊地区の防災まちづ
くりの推進（防災・安全）

新発田市 1,000 

十日町市宅地耐震化推進事業
（大規模盛土造成地変動予測調
査）（防災・安全）

十日町市 6,300 

市町村道の通学路等の生活空間
における交通安全対策の推進
（防災・安全）

村上市,新発田市,五泉市,燕市,見附市,出雲
崎町,小千谷市,十日町市,胎内市,南魚沼市,
糸魚川市,聖籠町,加茂市,弥彦村,柏崎市,魚
沼市

299,682 

安心、安全な生活に向けた浸水
対策の推進（防災・安全）（重
点）

上越市 7,314 

人と地域が輝く、安全・安心・
快適な都市公園づくり（防災・
安全）

上越市 106,570 



（新潟県）
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

（上越市）雪や災害に強く、
「人」の命を守るため、「防災
力」と「安全性」を高めた上越
の「みち」（第２期）（防災・
安全）

上越市 652,752 

（上越市）通学路等の生活空間
における交通安全の確保（防
災・安全）

上越市 250,470 

市町村道における雪や災害に強
い安全で安心な道路整備の推進
（防災・安全）

村上市,関川村,新発田市,阿賀野市,聖籠町,
胎内市,五泉市,阿賀町,燕市,弥彦村,加茂
市,見附市,出雲崎町,小千谷市,津南町,湯沢
町,柏崎市,妙高市,糸魚川市,佐渡市,粟島浦
村,田上町,魚沼市,南魚沼市,十日町市

4,145,915 

27,841,404 

※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


