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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：愛知県 (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 名古屋市～飛島村 近畿自動車道伊勢線　
名古屋環状2号線
（名古屋西～飛島） 215

改築 国道1号 名古屋市 愛知1号震災橋架替（熱田伝馬橋架替） 235

改築 国道23号 豊橋市 豊橋東バイパス 10

改築 国道23号 豊橋市～豊川市 豊橋バイパス 560

改築 国道23号 豊川市～幸田町 蒲郡バイパス 8,500

改築 国道23号 幸田町～西尾市 岡崎バイパス 100

改築 国道23号 豊明市～弥富市 愛知23号環境対策 150

改築 国道41号 小牧市～犬山市 名濃バイパス 1,124

改築 国道153号 名古屋市～豊田市 豊田西バイパス 50

改築 国道153号 豊田市 豊田北バイパス 800

改築 国道153号 豊田市 伊勢神改良 1,630

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：愛知県 (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155号 豊田市 豊田南バイパス 1,987

改築 国道247号 東海市 西知多道路（東海ジャンクション） 5,185

改築 国道247号 知多市 西知多道路（長浦～日長） 500

改築 国道302号 名古屋市～名古屋市 名古屋環状2号線 1,634

改築 国道302号 名古屋市～名古屋市 愛知302号環境対策 1,738

改築 国道474号 東栄町～新城市 三遠南信自動車道
（佐久間道路・三遠道路） 5,500



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：愛知県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

円六橋・瓦町交差点改良（豊橋市） 80

国府駅前交差点歩道橋整備（豊川市） 50

岡崎地区歩道整備（岡崎市） 60

中島橋西交差点改良（名古屋市） 50

鯏浦歩道整備（弥富市） 80

名古屋南部自転車通行空間整備 70

桜通事故対策 120

高岳地区交差点改良 20

交通安全 国道41号 名古屋市 愛知41号交通安全対策 70 落合玄馬地区交差点改良 70

天白植田地区事故対策（名古屋市） 80

勘八地区歩道整備（豊田市） 140

小田木歩道整備（豊田市） 104

324

路線名 備考

交通安全 国道1号

豊橋市、豊川市、
岡崎市、
名古屋市、
弥富市

愛知1号交通安全対策 320

交通安全 国道153号
名古屋市、
豊田市

愛知153号交通安全対策

交通安全 国道19号 名古屋市 愛知19号交通安全対策 210



令和４年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：愛知県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費路線名 備考

交通安全 国道155号 瀬戸市 愛知155号交通安全対策 115 山口地区歩道整備 115

追進町三丁目交差点改良（春日井市） 165

香南交差点改良（名古屋市） 50

春日井市、
名古屋市

愛知302号交通安全対策 215交通安全 国道302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：愛知県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

岡崎朝日町電線共同溝 113

岡崎島町電線共同溝 10

電線共同溝 国道22号 一宮市 愛知22号電線共同溝 213 一宮三ツ井電線共同溝 213

電線共同溝 国道41号 小牧市 愛知41号電線共同溝 311 小牧電線共同溝 311

天白焼山電線共同溝（名古屋市) 10

豊田小坂町電線共同溝（豊田市) 20

路線名 備考

国道1号 岡崎市 123電線共同溝

電線共同溝 国道153号
名古屋市、豊田
市

30

愛知1号電線共同溝

愛知153号電線共同溝



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：愛知県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

鳴海Ⅰ共同溝 173

鳴海Ⅱ共同溝 806

鳴海Ⅲ共同溝 1

緑地共同溝 13

備考

共同溝 国道302号 名古屋市 愛知302号共同溝 993

路線名



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：愛知県 (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247号 知多市、常滑市 西知多道路（日長IC～青海IC） 152 西知多道路

改築 国道247号 常滑市 西知多道路（青海IC～常滑JCT） 1,693 西知多道路

改築 （一） 扶桑各務原線 扶桑町 新愛岐道路 469 岐阜南部横断ハイウェイ

改築 国道155号 東海市、大府市 東海拡幅 25

改築 （一） 羽島稲沢線 一宮市 新濃尾大橋(仮称) 1,288

改築 （一） 豊川蒲郡線 豊川市 金野西工区 326

改築 （市）
岡崎阿知和スマート
インター線

岡崎市
(仮称)岡崎阿知和スマートICアク
セス

250

改築 （市） 石巻萩平町140号線 豊橋市 (仮称)豊橋新城スマートICアクセス 38

改築 （市） 一鍬田大原線 新城市 (仮称)豊橋新城スマートICアクセス 5

改築 国道151号 新城市、豊川市 一宮バイパス 930

改築 国道151号 豊川市 宮下立体 100

路線名 備考



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：愛知県 (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247号 半田市、高浜市 衣浦大橋 60

改築 国道247号 高浜市、碧南市 碧南高浜拡幅 240

改築 国道247号 碧南市 碧南拡幅 150

改築 国道419号 高浜市 高浜拡幅 150

改築 （一） 蒲郡碧南線 西尾市 江原～細池 350

改築 （一） 蒲郡碧南線 西尾市 細池～菱池 300

改築 （市）
明海町・老津町28号
線

豊橋市 明海町～老津町 222



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：愛知県 (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151号 東栄町、豊根村 東栄町東栄工区、坂宇場工区 16

土砂災害対策 国道257号 新城市 愛郷工区 9

土砂災害対策 国道473号 岡崎市 夏山～桜形工区 141

土砂災害対策 (主) 飯田富山佐久間線 豊根村 富山工区 61

土砂災害対策 (主) 豊田明智線 豊田市 豊田工区 6

土砂災害対策 (一) 津具大嵐停車場線 豊根村 豊根村三沢～富山工区 93

土砂災害対策 (一) 足込上黒川線 東栄町 足込工区 10

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：愛知県 (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 愛知県 愛知県無電柱化推進計画事業 337

(国)155号(高横須賀町)〔東海市〕、(国)155号(高蔵寺)
〔春日井市〕、(国)155号(上松山町)〔瀬戸市〕、(国)155
号(中手町)〔刈谷市〕、(国)155号(東松山町)〔瀬戸
市〕、(国)23号(花田町)〔豊橋市〕、(国)23号(新栄町)
〔豊橋市〕、(国)247号(星崎町)〔半田市〕、(国)247号(名
和町)〔東海市〕、(国)248号(葵町)〔岡崎市〕、(国)248号
(豊栄町)〔豊田市〕、(国)248号(末広町)〔岡崎市〕、
(国)419号(神明町)〔高浜市〕、(国)155号(音羽1丁目～
大和町苅安賀)〔一宮市〕、(主)岡崎碧南線(本郷町)
〔碧南市〕、(主)名古屋津島線(三本木)〔大治町〕、(主)
名古屋津島線(三本木2)〔大治町〕、(主)国府馬場線
(諏訪)〔豊川市〕、(一)岡崎幸田線(明大寺町)〔岡崎
市〕、(一)岡崎幸田線(明大寺本町)〔岡崎市〕、(一)碧
南半田常滑線(十一号地)〔半田市〕、(一)碧南半田常
滑線(瑞穂町)〔半田市〕、(一)豊橋港線(東脇)〔豊橋
市〕、(一)豊橋港線(東脇牟呂町)〔豊橋市〕、(一)花蔵
寺花ﾉ木線(丁田町)〔西尾市〕

無電柱化推進計画事業 名古屋市 名古屋市無電柱化推進計画事業 1,560

(市)御園町線支線第1号(中区栄1丁目)、(都)葵町線、
(都)広小路線(太閤通工区)、(都)名古屋環状線(黄金
通工区)、(都)名古屋環状線(五月通工区)、(都)梅ﾉ木
線(千年工区)、(都)名古屋環状線(昭和橋通工区)、
(都)名古屋環状線(笠寺工区)、(都)名古屋環状線(北
部工区)、(都)東海橋線(川西通工区)



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：愛知県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名(箇所) 事業費 備考

無電柱化推進計画事業 岡崎市 岡崎市無電柱化推進計画事業 48 (市)大平田口1号線(大平町)

無電柱化推進計画事業 一宮市 一宮市無電柱化推進計画事業 35 (市)0138号線(松降1丁目～2丁目)

無電柱化推進計画事業 半田市 半田市無電柱化推進計画事業 8 (市)亀崎線(亀崎)

無電柱化推進計画事業 武豊町 武豊町無電柱化推進計画事業 7 (町)道崎第7号線(知多武豊駅東)

無電柱化推進計画事業 碧南市 碧南市無電柱化推進計画事業 10 (都)碧南駅前線



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：愛知県 (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） 西尾市 岡山瀬戸地区 愛知県 14

交通安全対策（地区内連携） 尾張旭市 三郷南地区 尾張旭市 10

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：愛知県 (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） 愛知県 愛知県通学路緊急対策推進計画 907

秦梨小学校、豊富小学校、にじの丘小学校、神領小
学校、一宮南部小学校、蛭間小学校、小高原小学
校、寺部小学校、上鷹見小学校、石畳小学校、飯野
小学校、池野小学校、共長小学校、沓掛小学校、弥
生小学校、中部小学校、伊福小学校、甚目寺南小学
校、音貝小学校、大口南小学校、新蟹江小学校、武
豊小学校、東栄小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 豊橋市 愛知県豊橋市通学路緊急対策推進計画 3
岩西小学校、岩田小学校、新川小学校、多米小学
校、大村小学校、津田小学校、東田小学校、二川南
小学校、富士見小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 津島市 愛知県津島市通学路緊急対策推進計画 50 高台寺小学校、神守小学校、蛭間小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 碧南市 愛知県碧南市通学路緊急対策推進計画 3 新川小学校、西端小学校、日進小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 蒲郡市 愛知県蒲郡市通学路緊急対策推進計画 7
形原小学校、形原北小学校、西浦小学校、大塚小学
校、中央小学校、東部小学校、南部小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 犬山市 愛知県犬山市通学路緊急対策推進計画 29
羽黒小学校、楽田小学校、城東小学校、西小学校、
池野小学校、東小学校、南小学校、北小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 小牧市 愛知県小牧市通学路緊急対策推進計画 4 小牧原小学校、小牧小学校、村中小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 稲沢市 愛知県稲沢市通学路緊急対策推進計画 10 片原一色小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 東海市 愛知県東海市通学路緊急対策推進計画 1 緑陽小学校



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：愛知県 (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） 豊明市 愛知県豊明市通学路緊急対策推進計画 9 栄小学校、二村台小学校、豊明小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 日進市 愛知県日進市通学路緊急対策推進計画 1 竹の山小学校、南小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） みよし市 愛知県みよし市通学路緊急対策推進計画 99
黒笹小学校、三吉小学校、三好丘小学校、天王小学
校、南部小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） あま市 愛知県あま市通学路緊急対策推進計画 65
伊福小学校、篠田小学校、秋竹小学校、甚目寺小学
校、甚目寺東小学校、甚目寺南小学校、正則小学
校、美和小学校、美和東小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 大口町 愛知県大口町通学路緊急対策推進計画 1 大口西小学校、大口南小学校、大口北小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 東浦町 愛知県東浦町通学路緊急対策推進計画 2 緒川小学校、生路小学校、片葩小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 武豊町 愛知県武豊町通学路緊急対策推進計画 7 富貴小学校



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：愛知県 (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 名古屋市 小幡5号踏切道 名古屋市 600

踏切道改良計画事業 岡崎市 南乾地踏切道 岡崎市 597

踏切道改良計画事業 一宮市 苅安賀1号踏切道 愛知県 349

踏切道改良計画事業 豊川市 伊奈9号踏切道 豊川市 80

踏切道改良計画事業 安城市 宇頭12号踏切道 愛知県 350

踏切道改良計画事業 稲沢市 新清洲9号踏切道 愛知県 30

踏切道改良計画事業 稲沢市 新清洲9号踏切道 稲沢市 206

踏切道改良計画事業 東海市 南加木屋1イ号踏切道 東海市 1

踏切道改良計画事業 清須市 新清洲1号踏切道 愛知県 215

踏切道改良計画事業 清須市 新清洲1号踏切道 清須市 500



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：愛知県 (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 名古屋鉄道名古屋本線等 知立市 知立駅付近 3,000

連続立体交差 ＪＲ武豊線 半田市 半田駅付近 1,640

連続立体交差 名古屋鉄道三河線 豊田市 若林駅付近 1,500

連続立体交差 名古屋鉄道名古屋本線 名古屋市 桜駅～本星崎駅間 20 着工準備

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：愛知県 (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 愛知県 橋梁長寿命化修繕計画 8,036 別紙参照

道路メンテナンス事業 愛知県 トンネル長寿命化修繕計画 314 別紙参照

道路メンテナンス事業 愛知県 道路附属物等長寿命化修繕計画 837 別紙参照

道路メンテナンス事業 名古屋市 橋梁長寿命化修繕計画 2,100 別紙参照

道路メンテナンス事業 名古屋市 道路附属物等長寿命化修繕計画 534 別紙参照

道路メンテナンス事業 豊橋市 橋梁長寿命化修繕計画 256 別紙参照

道路メンテナンス事業 豊橋市 道路附属物等長寿命化修繕計画 4 別紙参照

道路メンテナンス事業 岡崎市 橋梁長寿命化修繕計画 154 別紙参照

道路メンテナンス事業 一宮市 橋梁長寿命化修繕計画 117 別紙参照

道路メンテナンス事業 瀬戸市 橋梁長寿命化修繕計画 99 別紙参照

道路メンテナンス事業 半田市 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 春日井市 橋梁長寿命化修繕計画 35 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：愛知県 (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 春日井市 道路附属物等長寿命化修繕計画 19 別紙参照

道路メンテナンス事業 豊川市 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 津島市 橋梁長寿命化修繕計画 26 別紙参照

道路メンテナンス事業 碧南市 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 刈谷市 橋梁長寿命化修繕計画 71 別紙参照

道路メンテナンス事業 刈谷市 道路附属物等長寿命化修繕計画 47 別紙参照

道路メンテナンス事業 豊田市 橋梁長寿命化修繕計画 247 別紙参照

道路メンテナンス事業 豊田市 道路附属物等長寿命化修繕計画 20 別紙参照

道路メンテナンス事業 安城市 橋梁長寿命化修繕計画 10 別紙参照

道路メンテナンス事業 西尾市 橋梁長寿命化修繕計画 90 別紙参照

道路メンテナンス事業 蒲郡市 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 犬山市 橋梁長寿命化修繕計画 131 別紙参照

道路メンテナンス事業 常滑市 橋梁長寿命化修繕計画 43 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：愛知県 (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 江南市 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 小牧市 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 稲沢市 道路附属物等長寿命化修繕計画 161 別紙参照

道路メンテナンス事業 新城市 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 東海市 橋梁長寿命化修繕計画 104 別紙参照

道路メンテナンス事業 東海市 道路附属物等長寿命化修繕計画 8 別紙参照

道路メンテナンス事業 大府市 橋梁長寿命化修繕計画 82 別紙参照

道路メンテナンス事業 知多市 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 知立市 橋梁長寿命化修繕計画 4 別紙参照

道路メンテナンス事業 高浜市 橋梁長寿命化修繕計画 4 別紙参照

道路メンテナンス事業 岩倉市 橋梁長寿命化修繕計画 25 別紙参照

道路メンテナンス事業 豊明市 橋梁長寿命化修繕計画 15 別紙参照

道路メンテナンス事業 日進市 道路附属物等長寿命化修繕計画 2 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：愛知県 (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 田原市 橋梁長寿命化修繕計画 136 別紙参照

道路メンテナンス事業 愛西市 橋梁長寿命化修繕計画 23 別紙参照

道路メンテナンス事業 清須市 橋梁長寿命化修繕計画 91 別紙参照

道路メンテナンス事業 北名古屋市 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 弥富市 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 みよし市 橋梁長寿命化修繕計画 24 別紙参照

道路メンテナンス事業 あま市 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 長久手市 橋梁長寿命化修繕計画 2 別紙参照

道路メンテナンス事業 東郷町 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 豊山町 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 大口町 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 扶桑町 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 大治町 橋梁長寿命化修繕計画 4 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：愛知県 (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 蟹江町 橋梁長寿命化修繕計画 25 別紙参照

道路メンテナンス事業 阿久比町 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 東浦町 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 南知多町 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 美浜町 橋梁長寿命化修繕計画 20 別紙参照

道路メンテナンス事業 武豊町 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 幸田町 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 設楽町 橋梁長寿命化修繕計画 26 別紙参照

道路メンテナンス事業 東栄町 橋梁長寿命化修繕計画 51 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
愛知県

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

愛知県橋梁長寿命化修繕計画
愛知県 小牧市 県道明知小牧線 大山橋 橋梁 修繕
愛知県 一宮市 県道岐阜稲沢線 木曽川橋 橋梁 修繕
愛知県 清須市 県道助七西田中線 外町跨線橋 橋梁 修繕
愛知県 名古屋市 県道名古屋外環状線 名刺橋 橋梁 修繕
愛知県 瀬戸市 県道名古屋多治見線 半ノ木橋　 橋梁 修繕
愛知県 一宮市 県道井之口江南線 無名橋 橋梁 修繕
愛知県 津島市 県道一宮蟹江線 金柳橋 橋梁 修繕
愛知県 あま市 県道一宮蟹江線 森山高架橋(下り線) 橋梁 修繕
愛知県 あま市 県道一宮蟹江線 森山高架橋(上り線) 橋梁 修繕
愛知県 一宮市 県道一宮西中野線 新橋 橋梁 修繕
愛知県 一宮市 県道一宮川島線 大毛橋 橋梁 修繕
愛知県 一宮市 県道奥音羽線 宮後橋 橋梁 修繕
愛知県 西尾市 県道花蔵寺花ノ木線 古川橋 橋梁 修繕
愛知県 西尾市 県道花蔵寺花ノ木線 古川橋(歩道) 橋梁 修繕
愛知県 西尾市 県道花蔵寺花ノ木線 古川小橋 橋梁 修繕
愛知県 西尾市 県道花蔵寺花ノ木線 古川小橋(歩道) 橋梁 修繕
愛知県 大口町 県道外坪扶桑線 昭和橋 橋梁 修繕
愛知県 大口町 県道外坪扶桑線 昭和橋歩道橋（下り） 橋梁 修繕
愛知県 江南市 県道宮後小牧線 江南跨線橋 橋梁 修繕
愛知県 愛西市 県道給父清須線（給父清洲線） 下東川橋 橋梁 修繕
愛知県 あま市 県道給父西枇杷島線 上萱津橋 橋梁 修繕
愛知県 犬山市 県道栗栖犬山線 大滝橋 橋梁 修繕
愛知県 犬山市 県道犬山自然公園線 細洞橋 橋梁 修繕
愛知県 犬山市 県道犬山自然公園線 善師野高架橋 橋梁 修繕
愛知県 豊根村 県道古真立佐久間線 月代橋 橋梁 修繕
愛知県 豊根村 県道古真立津具線 曽川橋 橋梁 修繕
愛知県 犬山市 県道御嵩犬山線 伏見橋 橋梁 修繕
愛知県 豊川市 県道国府馬場線 追分跨線橋歩道橋 橋梁 修繕
愛知県 愛西市 県道佐屋多度線 立田大橋 橋梁 修繕
愛知県 春日井市 県道春日井一宮線 和示良跨線橋 橋梁 修繕
愛知県 清須市 県道春日井稲沢線 春日新橋 橋梁 修繕
愛知県 新城市 県道振草三河川合停車場線 八石橋 橋梁 修繕
愛知県 豊橋市 県道石巻萩平豊川線 賀茂橋歩道橋 橋梁 修繕
愛知県 扶桑町 県道草井羽黒線 扶桑高架橋 橋梁 修繕
愛知県 大口町 県道草井羽黒線 万長橋 橋梁 修繕
愛知県 大口町 県道草井羽黒線 万長橋歩道橋（下り） 橋梁 修繕
愛知県 大口町 県道草井羽黒線 万長橋歩道橋（上り） 橋梁 修繕
愛知県 羽島市 県道大垣一宮線 濃尾大橋 橋梁 修繕
愛知県 一宮市 県道大垣江南線 尾濃高架橋 橋梁 修繕
愛知県 豊橋市 県道大山豊橋停車場線 汐田橋 橋梁 修繕
愛知県 知多市 県道大府常滑線 栄橋 橋梁 修繕
愛知県 知多市 県道大府常滑線 柳橋 橋梁 修繕
愛知県 刈谷市 県道知立東浦線 平成大橋(下り線) 橋梁 修繕
愛知県 刈谷市 県道知立東浦線 平成大橋(上り線） 橋梁 修繕
愛知県 犬山市 県道長洞犬山線 宮東橋 橋梁 修繕
愛知県 豊根村 県道津具大嵐停車場線 大沼橋 橋梁 修繕
愛知県 津島市 県道津島停車場今市場線 石橋 橋梁 修繕
愛知県 大府市 県道東浦名古屋線 長草橋 橋梁 修繕
愛知県 大府市 県道東海緑線 共和跨線橋 橋梁 修繕
愛知県 春日井市 県道内津勝川線 お多賀洞橋 橋梁 修繕
愛知県 春日井市 県道内津勝川線 杉洞川BOX 橋梁 修繕
愛知県 春日井市 県道内津勝川線 無名橋 橋梁 修繕
愛知県 春日井市 県道内津勝川線 無名橋 橋梁 修繕
愛知県 一宮市 県道萩原三条北方線 黒田高架橋１号 橋梁 修繕
愛知県 一宮市 県道萩原三条北方線 黒田高架橋２号 橋梁 修繕
愛知県 江南市 県道般若東野線（下般若東野線） 無名第１号橋 橋梁 修繕
愛知県 田原市 県道豊橋渥美線 緑橋 橋梁 修繕
愛知県 豊川市 県道豊橋一宮線 柑子橋 橋梁 修繕
愛知県 豊橋市 県道豊橋環状線 上渡津橋 橋梁 修繕
愛知県 豊川市 県道豊橋乗本線 六盃橋 橋梁 修繕
愛知県 新城市 県道豊橋乗本線（豊橋鳳来線） 黄柳橋側道橋 橋梁 修繕
愛知県 豊橋市 県道豊橋豊川線 正岡橋 橋梁 修繕
愛知県 東郷町 県道名古屋岡崎線 新池橋 橋梁 修繕
愛知県 あま市 県道名古屋蟹江弥富線 名阪北福田橋 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
愛知県

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

愛知県 名古屋市 県道名古屋甚目寺線 豊公橋 橋梁 修繕
愛知県 刈谷市 県道名古屋碧南線 本郷下ＢＯＸ 橋梁 修繕
愛知県 蟹江町 県道弥富名古屋線 観音寺橋 橋梁 修繕
愛知県 蟹江町 県道弥富名古屋線 観音寺小橋 橋梁 修繕
愛知県 弥富市 県道弥富名古屋線 無名１ 橋梁 修繕
愛知県 愛西市 県道立田長島ｲﾝﾀｰ線 立田小橋 橋梁 修繕
愛知県 新城市 国道１５１号 千歳橋 橋梁 修繕
愛知県 瀬戸市 国道２４８号 公園橋 橋梁 修繕
愛知県 新城市 国道２５７号 只持橋 橋梁 修繕
愛知県 新城市 国道３０１号 川合橋 橋梁 修繕
愛知県 新城市 国道３０１号 田原橋 橋梁 修繕
愛知県 豊橋市 国道３６２号 嵩山橋 橋梁 修繕
愛知県 豊川市 国道３６２号 当古橋 橋梁 修繕
愛知県 東浦町 国道３６６号 無名橋３６６－１ 橋梁 修繕
愛知県 西尾市 県道蒲郡碧南線 川口跨線橋 橋梁 修繕
愛知県 新城市 県道富岡大海線 牛淵橋 橋梁 修繕
愛知県 碧南市 県道西尾新川港線 明石歩道橋 橋梁 修繕
愛知県 岡崎市 県道安城幸田線 高橋跨線橋 橋梁 修繕
愛知県 碧南市 県道安城碧南線 新須磨橋 橋梁 修繕
愛知県 蟹江町 県道一宮蟹江線 蟹江高架橋(下り線) 橋梁 修繕
愛知県 蟹江町 県道一宮蟹江線 蟹江高架橋(上り線) 橋梁 修繕
愛知県 蟹江町 県道一宮蟹江線 蟹江高架橋取付路(下) 橋梁 修繕
愛知県 蟹江町 県道一宮蟹江線 蟹江高架橋取付路(上) 橋梁 修繕
愛知県 蟹江町 県道一宮蟹江線 西之森跨線橋(下り線) 橋梁 修繕
愛知県 蟹江町 県道一宮蟹江線 西之森跨線橋(上り線) 橋梁 修繕
愛知県 愛西市 県道一宮弥富線 町方橋 橋梁 修繕
愛知県 稲沢市 県道稲沢祖父江線 山西橋 橋梁 修繕
愛知県 岡崎市 県道岡崎環状線 乙川大橋（下り線） 橋梁 修繕
愛知県 岡崎市 県道岡崎環状線 乙川大橋（上り線） 橋梁 修繕
愛知県 刈谷市 県道岡崎刈谷線 高熊跨線橋 橋梁 修繕
愛知県 岡崎市 県道岡崎幸田線 殿橋 橋梁 修繕
愛知県 岡崎市 県道岡崎作手清岳線（岡崎清岳線） 石原橋　　 橋梁 修繕
愛知県 岡崎市 県道岡崎作手清岳線（岡崎清岳線） 滝見橋 橋梁 修繕
愛知県 岡崎市 県道岡崎設楽線 市場橋 橋梁 修繕
愛知県 岡崎市 県道岡崎足助線 郡界橋 橋梁 修繕
愛知県 豊田市 県道岡崎豊明線 畝部高架橋 橋梁 修繕
愛知県 瀬戸市 県道下半田川春日井線 花川橋 橋梁 修繕
愛知県 弥富市 県道蟹江飛島線 稲荷跨道橋 橋梁 修繕
愛知県 蟹江町 県道蟹江飛島線 新日光川橋(下り線) 橋梁 修繕
愛知県 蟹江町 県道蟹江飛島線 新日光川橋(上り線) 橋梁 修繕
愛知県 弥富市 県道蟹江飛島線 新宝川橋(下り線) 橋梁 修繕
愛知県 弥富市 県道蟹江飛島線 新宝川橋(上り線) 橋梁 修繕
愛知県 日進市 県道岩藤名古屋線 迫間橋 橋梁 修繕
愛知県 一宮市 県道岐阜稲沢線 木曽川新橋　　　　　 橋梁 修繕
愛知県 春日井市 県道高蔵寺小牧線 白山1号地下道BOX 橋梁 修繕
愛知県 豊川市 県道国府馬場線 金屋橋 橋梁 修繕
愛知県 豊田市 県道細川豊田線 平戸橋 橋梁 修繕
愛知県 豊田市 県道笹戸小田木線（笹戸稲武線） 無名橋２　490-4号橋 橋梁 修繕
愛知県 弥富市 県道子宝愛西線（子宝新田佐屋線） 子宝橋 橋梁 修繕
愛知県 弥富市 県道子宝愛西線（子宝新田佐屋線） 前ヶ平橋 橋梁 修繕
愛知県 弥富市 県道子宝愛西線（子宝新田佐屋線） 免田橋 橋梁 修繕
愛知県 春日井市 県道春日井一宮線 田楽橋 橋梁 修繕
愛知県 岩倉市 県道春日井一宮線 豊国橋歩道橋（下り） 橋梁 修繕
愛知県 稲沢市 県道春日井稲沢線 稲沢跨線橋１号 橋梁 修繕
愛知県 稲沢市 県道春日井稲沢線 稲沢跨線橋１号橋側歩道橋 橋梁 修繕
愛知県 稲沢市 県道春日井稲沢線 稲沢跨線橋２号 橋梁 修繕
愛知県 稲沢市 県道春日井稲沢線 稲沢跨線橋３号 橋梁 修繕
愛知県 稲沢市 県道春日井稲沢線 稲沢跨線橋３号橋側歩道橋 橋梁 修繕
愛知県 稲沢市 県道春日井稲沢線 稲沢跨線橋歩道橋（上り１号） 橋梁 修繕
愛知県 稲沢市 県道春日井稲沢線 稲沢跨線橋歩道橋（上り２号） 橋梁 修繕
愛知県 刈谷市 県道小垣江安城線 小垣江跨線橋 橋梁 修繕
愛知県 豊橋市 県道小松原二川停車場線 沢渡橋 橋梁 修繕
愛知県 豊田市 県道上渡合土岐線 共栄橋 橋梁 修繕
愛知県 豊田市 県道瑞浪大野瀬線 大野瀬橋 橋梁 修繕
愛知県 豊田市 県道瀬戸設楽線 境橋 橋梁 修繕
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愛知県 豊田市 県道瀬戸設楽線 今朝平橋 橋梁 修繕
愛知県 瀬戸市 県道瀬戸設楽線 太子１号橋 橋梁 修繕
愛知県 西尾市 県道西尾幸田線 一本橋 橋梁 修繕
愛知県 幸田町 県道西尾幸田線 三ヶ根高架橋２号側道橋 橋梁 修繕
愛知県 安城市 県道西尾小川線 志貴野橋 橋梁 修繕
愛知県 安城市 県道西尾小川線 北山橋 橋梁 修繕
愛知県 西尾市 県道西尾新川港線 上塚橋 橋梁 修繕
愛知県 阿久比町 県道西尾知多線 阿久比跨線橋(上り) 橋梁 修繕
愛知県 西尾市 県道西尾知多線 坂下小橋 橋梁 修繕
愛知県 豊橋市 県道石巻萩平豊川線 賀茂橋 橋梁 修繕
愛知県 岡崎市 県道切山夏山線 仙丸橋 橋梁 修繕
愛知県 岡崎市 県道千万町豊川線 双瀬橋 橋梁 修繕
愛知県 刈谷市 県道泉田共和線 境川橋 橋梁 修繕
愛知県 刈谷市 県道泉田共和線 発杭橋 橋梁 修繕
愛知県 犬山市 県道多治見犬山線 入鹿橋歩道橋（上り） 橋梁 修繕
愛知県 犬山市 県道多治見犬山線 幼橋 橋梁 修繕
愛知県 一宮市 県道大垣一宮線 大正橋 橋梁 修繕
愛知県 一宮市 県道大垣一宮線 濃尾跨線橋１号 橋梁 修繕
愛知県 一宮市 県道大垣一宮線 濃尾跨線橋２号 橋梁 修繕
愛知県 一宮市 県道大垣一宮線 濃尾第２号橋 橋梁 修繕
愛知県 豊橋市 県道大山豊橋停車場線 城海津跨線橋歩道橋 橋梁 修繕
愛知県 豊田市 県道大沼足助線（東大沼足助線） 字界橋 橋梁 修繕
愛知県 知多市 県道大府常滑線 矢田橋 橋梁 修繕
愛知県 豊田市 県道大野瀬小渡線 旭大橋 橋梁 修繕
愛知県 常滑市 県道大野町停車場線 大野跨線橋 橋梁 修繕
愛知県 知多市 県道知多東浦線 寺本跨線橋 橋梁 修繕
愛知県 刈谷市 県道知立東浦線 刈谷跨線橋 橋梁 修繕
愛知県 設楽町 県道茶臼山高原設楽線 猿仲橋 橋梁 修繕
愛知県 設楽町 県道茶臼山高原設楽線 宮平橋 橋梁 修繕
愛知県 豊根村 県道茶臼山高原設楽線 茶臼山橋 橋梁 修繕
愛知県 豊川市 県道中条豊橋線 下条橋 橋梁 修繕
愛知県 豊根村 県道津具大嵐停車場線 鷹巣橋 橋梁 修繕
愛知県 設楽町 県道津具大嵐停車場線 無名橋(№39+47m) 橋梁 修繕
愛知県 設楽町 県道津具大嵐停車場線 無名橋(№40+48m) 橋梁 修繕
愛知県 稲沢市 県道津島稲沢線 儀長南橋 橋梁 修繕
愛知県 蟹江町 県道津島蟹江線 昇平橋 橋梁 修繕
愛知県 津島市 県道津島七宝名古屋線 ｶﾜｷﾘﾊﾞｼ 橋梁 修繕
愛知県 あま市 県道津島七宝名古屋線 江向橋 橋梁 修繕
愛知県 津島市 県道津島七宝名古屋線 新御贄橋 橋梁 修繕
愛知県 津島市 県道津島七宝名古屋線 神尾橋 橋梁 修繕
愛知県 あま市 県道津島七宝名古屋線 鷹居橋 橋梁 修繕
愛知県 あま市 県道津島七宝名古屋線 鷹居橋橋側歩道橋 橋梁 修繕
愛知県 田原市 県道田原豊橋自転車道線（渥美豊橋自転車道線） 小塩津橋 橋梁 修繕
愛知県 豊田市 県道土岐足助線 弁天橋 橋梁 修繕
愛知県 豊田市 県道島崎豊田線 市平橋（２） 橋梁 修繕
愛知県 豊川市 県道東三河環状線 三上橋 橋梁 修繕
愛知県 豊橋市 県道東三河環状線 百々橋 橋梁 修繕
愛知県 豊川市 県道東三河環状線 豊川跨線橋（下り線） 橋梁 修繕
愛知県 豊川市 県道東三河環状線 豊川跨線橋（上り線） 橋梁 修繕
愛知県 新城市 県道能登瀬新城線 赤引橋 橋梁 修繕
愛知県 新城市 県道能登瀬新城線 天橋 橋梁 修繕
愛知県 豊川市 県道白鳥豊橋線 高橋 橋梁 修繕
愛知県 豊橋市 県道白鳥豊橋線 豊橋（下り線） 橋梁 修繕
愛知県 豊橋市 県道白鳥豊橋線 豊橋（上り線） 橋梁 修繕
愛知県 豊橋市 県道白鳥豊橋線 柳橋 橋梁 修繕
愛知県 東栄町 県道八橋中設楽線 鈴登橋 橋梁 修繕
愛知県 新城市 県道富岡大海線 大入橋 橋梁 修繕
愛知県 愛西市 県道富島津島線 稲葉小橋 橋梁 修繕
愛知県 弥富市 県道富島津島線 森津橋 橋梁 修繕
愛知県 愛西市 県道富島津島線 東条橋 橋梁 修繕
愛知県 豊橋市 県道平井牟呂大岩線 岩西跨線橋 橋梁 修繕
愛知県 豊川市 県道平井牟呂大岩線 新橋 橋梁 修繕
愛知県 半田市 県道碧南半田常滑線 住吉橋 橋梁 修繕
愛知県 半田市 県道碧南半田常滑線 東雲橋 橋梁 修繕
愛知県 田原市 県道豊橋渥美線 一目橋 橋梁 修繕
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愛知県 豊橋市 県道豊橋渥美線 境川橋（下り線） 橋梁 修繕
愛知県 豊橋市 県道豊橋渥美線 三河港大橋（下り） 橋梁 修繕
愛知県 豊橋市 県道豊橋渥美線 紙田川橋（下り） 橋梁 修繕
愛知県 豊橋市 県道豊橋渥美線 大崎橋 橋梁 修繕
愛知県 豊橋市 県道豊橋渥美線 中藻橋 橋梁 修繕
愛知県 新城市 県道豊橋下吉田線（豊橋新城鳳来線） 松山橋 橋梁 修繕
愛知県 新城市 県道豊橋乗本線（豊橋鳳来線） 深沢橋 橋梁 修繕
愛知県 新城市 県道豊橋乗本線（豊橋鳳来線） 西野谷橋 橋梁 修繕
愛知県 豊橋市 県道豊橋豊川線 大蚊里橋 橋梁 修繕
愛知県 安城市 県道豊田一色線 今村跨線橋 橋梁 修繕
愛知県 豊田市 県道豊田一色線 大林高架橋 橋梁 修繕
愛知県 安城市 県道豊田一色線 二本木跨線橋 橋梁 修繕
愛知県 西尾市 県道豊田一色線 米津橋(下り)上流・Ⅱ期 橋梁 修繕
愛知県 西尾市 県道豊田一色線 米津橋(上り)下流・Ⅰ期 橋梁 修繕
愛知県 豊田市 県道豊田環状線 山室橋(下り線) 橋梁 修繕
愛知県 豊田市 県道豊田環状線 山室橋(上り線) 橋梁 修繕
愛知県 刈谷市 県道豊田知立線 茶屋橋 橋梁 修繕
愛知県 豊田市 県道豊田明智線 笹戸橋 橋梁 修繕
愛知県 新城市 県道鳳来佐久間線 桜沢橋 橋梁 修繕
愛知県 新城市 県道鳳来佐久間線 七滝橋 橋梁 修繕
愛知県 名古屋市 県道名古屋半田線 天白大橋上下線 橋梁 修繕
愛知県 一宮市 県道名古屋一宮線 古川橋 橋梁 修繕
愛知県 一宮市 県道名古屋一宮線 古川歩道橋右 橋梁 修繕
愛知県 一宮市 県道名古屋一宮線 今伊勢跨線橋（下り線） 橋梁 修繕
愛知県 一宮市 県道名古屋一宮線 今伊勢跨線橋（上り線） 橋梁 修繕
愛知県 一宮市 県道名古屋一宮線 多加木橋 橋梁 修繕
愛知県 岡崎市 県道名古屋岡崎線 日名橋 橋梁 修繕
愛知県 一宮市 県道名古屋江南線 無名橋 橋梁 修繕
愛知県 尾張旭市 県道名古屋瀬戸線 平池橋 橋梁 修繕
愛知県 弥富市 県道名古屋西港線 第四しいのき橋　　　 橋梁 修繕
愛知県 清須市 県道名古屋祖父江線 長者橋 橋梁 修繕
愛知県 清須市 県道名古屋中環状線（県道名古屋第二環状線） 御鷹野橋 橋梁 修繕
愛知県 あま市 県道名古屋津島線 下田橋(橋側歩道橋下) 橋梁 修繕
愛知県 あま市 県道名古屋津島線 下田橋(橋側歩道橋上) 橋梁 修繕
愛知県 津島市 県道名古屋津島線 江西橋 橋梁 修繕
愛知県 大治町 県道名古屋津島線 新大治橋（下り） 橋梁 修繕
愛知県 大治町 県道名古屋津島線 新大治橋（上り） 橋梁 修繕
愛知県 大治町 県道名古屋津島線 新大正橋（下り） 橋梁 修繕
愛知県 大治町 県道名古屋津島線 新大正橋（上り） 橋梁 修繕
愛知県 大治町 県道名古屋津島線 新大正橋（側径間）（起点側） 橋梁 修繕
愛知県 大治町 県道名古屋津島線 新大正橋（側径間）（終点側） 橋梁 修繕
愛知県 津島市 県道名古屋津島線 津島橋 橋梁 修繕
愛知県 大治町 県道名古屋津島線 八ッ屋高架橋(下り) 橋梁 修繕
愛知県 大治町 県道名古屋津島線 八ッ屋高架橋(上り) 橋梁 修繕
愛知県 刈谷市 県道名古屋碧南線 逢妻橋 橋梁 修繕
愛知県 刈谷市 県道名古屋碧南線 市原橋 橋梁 修繕
愛知県 一宮市 県道名古屋豊山稲沢線 行人橋 橋梁 修繕
愛知県 豊田市 県道名古屋豊田線 東山橋 橋梁 修繕
愛知県 小牧市 県道明治村小牧線 野口大橋 橋梁 修繕
愛知県 豊根村 国道１５１号 貝石橋 橋梁 修繕
愛知県 豊根村 国道１５１号 津川橋 橋梁 修繕
愛知県 新城市 国道１５１号 鳳来橋 橋梁 修繕
愛知県 大府市 国道１５５号 境大橋(下り線) 橋梁 修繕
愛知県 大府市 国道１５５号 境大橋(上り線) 橋梁 修繕
愛知県 春日井市 国道１５５号 三反田橋 橋梁 修繕
愛知県 小牧市 国道１５５号 山屋敷橋 橋梁 修繕
愛知県 小牧市 国道１５５号 新金井戸橋(下り線) 橋梁 修繕
愛知県 小牧市 国道１５５号 新金井戸橋(上り線) 橋梁 修繕
愛知県 瀬戸市 国道１５５号 水野橋(橋側歩道橋) 橋梁 修繕
愛知県 大府市 国道１５５号 大府跨線橋 橋梁 修繕
愛知県 知多市 国道１５５号 朝倉跨道橋 橋梁 修繕
愛知県 大府市 国道１５５号 吐捨橋１５５－２８ 橋梁 修繕
愛知県 春日井市 国道１５５号 東山橋 橋梁 修繕
愛知県 瀬戸市 国道１５５号 入尾橋 橋梁 修繕
愛知県 一宮市 国道１５５号 萩原跨線橋 橋梁 修繕
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愛知県 小牧市 国道１５５号 八田川橋 橋梁 修繕
愛知県 稲沢市 国道１５５号 無名１３号橋 橋梁 修繕
愛知県 瀬戸市 国道１５５号 無名橋(３) 橋梁 修繕
愛知県 江南市 国道１５５号 無名橋（ＢＯＸ） 橋梁 修繕
愛知県 稲沢市 国道１５５号 領内橋 橋梁 修繕
愛知県 豊橋市 国道２３号 前芝大橋 橋梁 修繕
愛知県 豊橋市 国道２３号 前芝大橋歩道橋 橋梁 修繕
愛知県 豊橋市 国道２３号 渡津橋 橋梁 修繕
愛知県 半田市 国道２４７号 衣浦大橋(下り線) 橋梁 修繕
愛知県 半田市 国道２４７号 衣浦大橋(上り線) 橋梁 修繕
愛知県 美浜町 国道２４７号 河和橋 橋梁 修繕
愛知県 美浜町 国道２４７号 河和橋歩道橋 橋梁 修繕
愛知県 美浜町 国道２４７号 三境橋 橋梁 修繕
愛知県 東海市 国道２４７号 新上野橋(下り線) 橋梁 修繕
愛知県 東海市 国道２４７号 新上野橋(上り線) 橋梁 修繕
愛知県 西尾市 国道２４７号 青鳥橋 橋梁 修繕
愛知県 東海市 国道２４７号 千鳥橋(上り線) 橋梁 修繕
愛知県 美浜町 国道２４７号 八幡橋 橋梁 修繕
愛知県 半田市 国道２４７号 稗田橋 橋梁 修繕
愛知県 南知多町 国道２４７号 無名橋２４７－５６ 橋梁 修繕
愛知県 岡崎市 国道２４８号 葵大橋（下り） 橋梁 修繕
愛知県 岡崎市 国道２４８号 葵大橋（上り線）　　 橋梁 修繕
愛知県 岡崎市 国道２４８号 新青木橋(下り線) 橋梁 修繕
愛知県 岡崎市 国道２４８号 新青木橋(上り線) 橋梁 修繕
愛知県 岡崎市 国道２４８号 明神橋(下り線) 橋梁 修繕
愛知県 岡崎市 国道２４８号 明神橋(上り線) 橋梁 修繕
愛知県 新城市 国道２５７号 源氏橋 橋梁 修繕
愛知県 設楽町 国道２５７号 広見橋 橋梁 修繕
愛知県 設楽町 国道２５７号 新大橋 橋梁 修繕
愛知県 新城市 国道２５７号 長楽橋 橋梁 修繕
愛知県 新城市 国道２５７号 鳳来大橋 橋梁 修繕
愛知県 豊橋市 国道２５９号 小池跨線橋（下り線） 橋梁 修繕
愛知県 田原市 国道２５９号 立川橋 橋梁 修繕
愛知県 豊田市 国道３０１号 久澄橋 橋梁 修繕
愛知県 瀬戸市 国道３６３号 一の瀬橋 橋梁 修繕
愛知県 瀬戸市 国道３６３号 縄手橋 橋梁 修繕
愛知県 瀬戸市 国道３６３号 本地大橋 橋梁 修繕
愛知県 豊田市 国道４２０号 足助大橋 橋梁 修繕
愛知県 豊田市 国道４２０号 足助大橋橋側歩道橋 橋梁 修繕
愛知県 豊田市 国道４２０号 巴橋 橋梁 修繕
愛知県 豊田市 国道４２０号 巴橋橋側歩道橋 橋梁 修繕
愛知県 豊橋市 国道４２号 宮裏橋 橋梁 修繕
愛知県 田原市 国道４２号 陸橋 橋梁 修繕
愛知県 岡崎市 国道４７３号 額田大橋 橋梁 修繕
愛知県 東栄町 国道４７３号 森下橋 橋梁 修繕
愛知県 岡崎市 国道４７３号 豊本橋 橋梁 修繕
愛知県 東郷町 瀬戸大府東海線 和合高架橋 橋梁 修繕
愛知県 東栄町 足込上黒川線 大橋 橋梁 修繕
愛知県 南知多町 国道247号 内海橋 橋梁 更新
愛知県 設楽町 県道坂宇場津具設楽線 柿ノ本橋 橋梁 更新
愛知県 清須市 県道名古屋祖父江線 清洲橋【架替中】 橋梁 更新
愛知県 刈谷市 県道名古屋碧南線 逢妻橋 橋梁 更新
愛知県 東浦町 県道名古屋碧南線 境川橋 橋梁 更新
愛知県 東浦町 県道名古屋碧南線 境川橋歩道橋 橋梁 更新
愛知県 刈谷市 県道名古屋碧南線 市原橋 橋梁 更新
愛知県 東浦町 県道名古屋碧南線 緒川橋 橋梁 更新
愛知県 東浦町 県道名古屋碧南線 緒川橋歩道橋 橋梁 更新
愛知県 東海市 国道155号 信濃橋 橋梁 更新
愛知県 安城市 県道南中根小垣江線 中長橋 橋梁 撤去
愛知県 点検計画

愛知県トンネル長寿命化修繕計画
愛知県 豊田市 一般国道４１９号 小原トンネル トンネル 修繕
愛知県 新城市 一般県道富栄設楽線 稲目トンネル トンネル 修繕
愛知県 北設楽郡東栄町 一般国道１５１号 駒久保トンネル トンネル 修繕
愛知県 蒲郡市 一般国道４７３号 鉢地坂トンネル トンネル 修繕
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愛知県 豊川市 主要地方道長沢蒲郡線 清田トンネル トンネル 修繕
愛知県 豊川市 主要地方道長沢蒲郡線 長沢トンネル トンネル 修繕
愛知県 北設楽郡豊根村 主要地方道飯田富山佐久間線 分地トンネル トンネル 修繕

愛知県道路附属物等長寿命化修繕計画
愛知県 安城市 一般県道安城知立線 新幹線駅東横断歩道橋 道路附属物等 修繕
愛知県 犬山市 一般県道一宮清須線 萩原町横断歩道橋 道路附属物等 修繕
愛知県 犬山市 一般県道一宮川島線 宮西通五横断歩道橋 道路附属物等 修繕
愛知県 岡崎市 一般県道岡崎幸田線 戸崎横断歩道橋 道路附属物等 修繕
愛知県 岡崎市 一般県道岡崎幸田線 明大寺南横断歩道橋 道路附属物等 修繕
愛知県 岡崎市 一般県道岡崎幸田線 明大寺北横断歩道橋 道路附属物等 修繕
愛知県 豊明市 一般県道岡崎豊明線 吉池横断歩道橋 道路附属物等 修繕
愛知県 豊田市 一般県道宮上知立線 金池歩道橋 道路附属物等 修繕
愛知県 北名古屋市 一般県道小口名古屋線 久地野横断歩道橋 道路附属物等 修繕
愛知県 あま市 一般県道須成七宝稲沢線 伊福横断歩道橋 道路附属物等 修繕
愛知県 常滑市 一般県道大府常滑線 多屋横断歩道橋 道路附属物等 修繕
愛知県 愛西市 一般県道津島七宝名古屋線 下之森横断歩道橋 道路附属物等 修繕
愛知県 春日井市 一般県道内津勝川線 松本横断歩道橋 道路附属物等 修繕
愛知県 豊橋市 一般県道豊橋環状線 ５０２－００２ 道路附属物等 修繕
愛知県 豊橋市 一般県道豊橋環状線 老松歩道橋 道路附属物等 修繕
愛知県 豊橋市 一般県道豊橋豊川線 大蚊里歩道橋 道路附属物等 修繕
愛知県 豊田市 一般県道豊田東郷線 宮口歩道橋 道路附属物等 修繕
愛知県 豊田市 一般県道本地鴛鴨線 美童横断歩道橋 道路附属物等 修繕
愛知県 津島市 一般国道１５５号 江西横断歩道橋 道路附属物等 修繕
愛知県 稲沢市 一般国道１５５号 片原一色横断歩道橋１ 道路附属物等 修繕
愛知県 知多市 一般国道１５５号 知多中学校前横断歩道橋 道路附属物等 修繕
愛知県 愛西市 一般国道１５５号 西保横断歩道橋 道路附属物等 修繕
愛知県 一宮市 一般国道１５５号 八幡通り横断歩道橋 道路附属物等 修繕
愛知県 一宮市 一般国道１５５号 二子横断歩道橋 道路附属物等 修繕
愛知県 知多市 一般国道１５５号 八幡横断歩道橋 道路附属物等 修繕
愛知県 蒲郡市 一般国道２３号 松原歩道橋 道路附属物等 修繕
愛知県 美浜町 一般国道２４７号 河和駅前横断歩道橋 道路附属物等 修繕
愛知県 半田市 一般国道２４７号 星崎横断歩道橋 道路附属物等 修繕
愛知県 西尾市 一般国道２４７号 間浜歩道橋 道路附属物等 修繕
愛知県 西尾市 一般国道２４７号 吉田横断歩道橋 道路附属物等 修繕
愛知県 豊橋市 一般国道２５９号 松井町歩道橋 道路附属物等 修繕
愛知県 半田市 一般国道３６６号 亀崎横断歩道橋 道路附属物等 修繕
愛知県 刈谷市 一般国道４１９号  無名函渠（松栄町）本線ボックス(BOX４)  道路附属物等 修繕
愛知県 刈谷市 一般国道４１９号  無名函渠（松栄町２）本線ボックス(BOX５) 道路附属物等 修繕
愛知県 犬山市 主要地方道一宮蟹江線 福島横断歩道橋 道路附属物等 修繕
愛知県 岡崎市 主要地方道岡崎西尾線 牧内横断歩道橋 道路附属物等 修繕
愛知県 岡崎市 主要地方道岡崎足助線 能見横断歩道橋 道路附属物等 修繕
愛知県 飛島村 主要地方道蟹江飛島線 重宝横断歩道橋 道路附属物等 修繕
愛知県 豊川市 主要地方道国府馬場線 古宿歩道橋 道路附属物等 修繕
愛知県 高浜市  主要地方道西尾知多線（名古屋碧南線） 松本横断歩道橋 道路附属物等 修繕
愛知県 愛西市 主要地方道津島南濃線 八輪横断歩道橋 道路附属物等 修繕
愛知県 半田市 主要地方道半田常滑線 板山横断歩道橋 道路附属物等 修繕
愛知県 岡崎市 主要地方道名古屋岡崎線 日名横断歩道橋 道路附属物等 修繕
愛知県 津島市 主要地方道名古屋西港線 栄南横断歩道橋 道路附属物等 修繕
愛知県 東海市 主要地方道名古屋半田線 平島横断歩道橋 道路附属物等 修繕
愛知県 豊田市 主要地方道名古屋豊田線 青木歩道橋 道路附属物等 修繕

名古屋市橋梁長寿命化修繕計画
名古屋市 名古屋市 市道大幸鍋屋上野町線 大幸三高架橋 橋梁 修繕
名古屋市 名古屋市 市道大幸鍋屋上野町線 大幸四高架橋 橋梁 修繕
名古屋市 名古屋市 市道笹ヶ根線自転車歩行者道第2号 笹ヶ根跨道橋 橋梁 修繕
名古屋市 名古屋市 市道横井町五月通線第3号 横井大橋 橋梁 修繕
名古屋市 名古屋市 市道猪子石第228号線 東山架道橋 橋梁 修繕
名古屋市 名古屋市 県道関田名古屋線 金屋架道橋 橋梁 修繕
名古屋市 名古屋市 県道関田名古屋線 金屋坊高架橋 橋梁 修繕
名古屋市 名古屋市 県道関田名古屋線 川村駅高架橋 橋梁 修繕
名古屋市 名古屋市 県道関田名古屋線 川村口架道橋 橋梁 修繕
名古屋市 名古屋市 県道関田名古屋線 川村南架道橋 橋梁 修繕
名古屋市 名古屋市 県道関田名古屋線 自衛隊西高架橋 橋梁 修繕
名古屋市 名古屋市 県道関田名古屋線 市民病院西架道橋 橋梁 修繕
名古屋市 名古屋市 県道関田名古屋線 すいどう道架道橋 橋梁 修繕
名古屋市 名古屋市 県道関田名古屋線 すいどう道高架橋 橋梁 修繕
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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

名古屋市 名古屋市 県道関田名古屋線 瀬戸線高架橋 橋梁 修繕
名古屋市 名古屋市 県道関田名古屋線 大永寺架道橋 橋梁 修繕
名古屋市 名古屋市 県道関田名古屋線 大永寺第1高架橋 橋梁 修繕
名古屋市 名古屋市 県道関田名古屋線 大永寺第2高架橋 橋梁 修繕
名古屋市 名古屋市 県道関田名古屋線 大永寺南架道橋 橋梁 修繕
名古屋市 名古屋市 県道関田名古屋線 古川第1高架橋 橋梁 修繕
名古屋市 名古屋市 県道関田名古屋線 古川第2高架橋 橋梁 修繕
名古屋市 名古屋市 県道関田名古屋線 守山二第1高架橋 橋梁 修繕
名古屋市 名古屋市 県道関田名古屋線 守山二第2高架橋 橋梁 修繕
名古屋市 名古屋市 県道関田名古屋線 矢田川北高架橋 橋梁 修繕
名古屋市 名古屋市 県道関田名古屋線 矢田川橋梁 橋梁 修繕
名古屋市 名古屋市 県道東海緑線 権平谷橋 橋梁 修繕
名古屋市 名古屋市 県道名古屋江南線 庄内川橋（上流側） 橋梁 修繕
名古屋市 名古屋市 県道名古屋江南線 庄内川橋（下流側） 橋梁 修繕
名古屋市 名古屋市 県道名古屋半田線 大江橋 橋梁 修繕
名古屋市 名古屋市 県道名古屋豊山稲沢線 新生橋 橋梁 修繕
名古屋市 名古屋市 市道井口一丁目第1号線 植原橋 橋梁 修繕
名古屋市 名古屋市 市道井口第1号線 植原小橋 橋梁 修繕
名古屋市 名古屋市 市道塩付檀渓通第4号線支線第2号 新橋（昭和） 橋梁 修繕
名古屋市 名古屋市 市道横井第15号線 横井大橋左岸取付橋 橋梁 修繕
名古屋市 名古屋市 市道下之一色篠原線第1号 大当郎橋右岸取付橋 橋梁 修繕
名古屋市 名古屋市 市道下之一色篠原線第2号 大当郎橋 橋梁 修繕
名古屋市 名古屋市 市道黒川本通第1号線 黒川橋 橋梁 修繕
名古屋市 名古屋市 市道若宮大通 吹上西橋 橋梁 修繕
名古屋市 名古屋市 市道若宮大通 吹上橋（西側） 橋梁 修繕
名古屋市 名古屋市 市道若宮大通 吹上橋（東側） 橋梁 修繕
名古屋市 名古屋市 市道十一屋遠若町線 フェニックス2号橋 橋梁 修繕
名古屋市 名古屋市 市道植田中央第132号線 平成橋 橋梁 修繕
名古屋市 名古屋市 市道千代田山之端線 千代田橋（下流側） 橋梁 修繕
名古屋市 名古屋市 市道千代田山之端線 千代田橋（上流側） 橋梁 修繕
名古屋市 名古屋市 市道大幸鍋屋上野町線 大幸東高架橋 橋梁 修繕
名古屋市 名古屋市 市道大池通 記念橋（下流側） 橋梁 修繕
名古屋市 名古屋市 市道大池通 記念橋（上流側） 橋梁 修繕
名古屋市 名古屋市 市道中川本町第1号線 いろは橋 橋梁 修繕
名古屋市 名古屋市 市道猪子石第276号線 延珠人道橋 橋梁 修繕
名古屋市 名古屋市 市道町田第1号線 町田橋 橋梁 修繕
名古屋市 名古屋市 市道東海橋線 紀左ヱ門橋 橋梁 修繕
名古屋市 名古屋市 市道東海橋線 野並橋 橋梁 修繕
名古屋市 名古屋市 市道東山八事線 東山橋 橋梁 修繕
名古屋市 名古屋市 市道東築地町第1号線 東築地橋 橋梁 修繕
名古屋市 名古屋市 市道東名東西第18号線 姫若橋 橋梁 修繕
名古屋市 名古屋市 市道洞ノ腰線支線第4号 赤塚架道橋 橋梁 修繕
名古屋市 名古屋市 市道如意線第1号 喜惣治大橋 橋梁 修繕
名古屋市 名古屋市 市道矢田町第305号線 矢田東高架橋 橋梁 修繕
名古屋市 名古屋市 市道緑ヶ丘第59号線 七双子人道橋 橋梁 修繕
名古屋市 点検計画

名古屋市道路附属物等長寿命化修繕計画
名古屋市 名古屋市 県道岩崎名古屋線 妙音横断歩道橋 道路附属物等 修繕
名古屋市 名古屋市 県道小口名古屋線 比良横断歩道橋 道路附属物等 修繕
名古屋市 名古屋市 県道名古屋犬山線 羊横断歩道橋 道路附属物等 修繕
名古屋市 名古屋市 県道名古屋中環状線 牧の原横断歩道橋 道路附属物等 修繕
名古屋市 名古屋市 市道葵町線 S0600015 道路附属物等 修繕
名古屋市 名古屋市 市道葵町線 S0600016 道路附属物等 修繕
名古屋市 名古屋市 市道雁道線 高蔵跨線橋 道路附属物等 修繕
名古屋市 名古屋市 市道港楽木場町第1号線 木場町横断歩道橋 道路附属物等 修繕
名古屋市 名古屋市 市道若宮大通 S0600001 道路附属物等 修繕
名古屋市 名古屋市 市道若宮大通 S0600002 道路附属物等 修繕
名古屋市 名古屋市 市道若宮大通 S0600003 道路附属物等 修繕
名古屋市 名古屋市 市道若宮大通 若宮ブリッジ横断歩道橋 道路附属物等 修繕
名古屋市 名古屋市 市道中郷第59号線 中郷横断歩道橋 道路附属物等 修繕
名古屋市 名古屋市 市道鳥居通 第三鳥居通横断歩道橋 道路附属物等 修繕
名古屋市 名古屋市 市道東海橋線 鯛取通横断歩道橋 道路附属物等 修繕
名古屋市 名古屋市 市道八事線 山手通横断歩道橋 道路附属物等 修繕
名古屋市 名古屋市 市道堀田高岳線 S0700005 道路附属物等 修繕
名古屋市 名古屋市 市道名古屋環状線 内山横断歩道橋 道路附属物等 修繕
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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

名古屋市 名古屋市 市道鳴子団地大高線 作の山横断歩道橋 道路附属物等 修繕
豊橋市橋梁長寿命化修繕計画

豊橋市 豊橋市 市道賀茂町・石巻西川町１６８号線 坂井橋 橋梁 修繕
豊橋市 豊橋市 市道青竹・牟呂町２１号線 青竹橋 橋梁 修繕
豊橋市 豊橋市 市道石巻本町482号線 石巻橋 橋梁 修繕
豊橋市 豊橋市 市道井原町・東森岡８号線 小鷹野橋 橋梁 修繕
豊橋市 豊橋市 市道牛川町１１号線 浅見橋 橋梁 修繕
豊橋市 豊橋市 市道大国町・往完町１号線 花田跨線橋 橋梁 修繕
豊橋市 豊橋市 市道下五井町１号線 見潮時橋 橋梁 修繕
豊橋市 豊橋市 市道白河町・八通町３号線 中央橋 橋梁 修繕
豊橋市 豊橋市 市道中野町・東脇１号線 井の瀬橋 橋梁 修繕
豊橋市 豊橋市 市道東赤沢町９５号線 沼道橋 橋梁 修繕
豊橋市 豊橋市 市道伊古部町２１号線 金比羅橋 橋梁 修繕
豊橋市 豊橋市 市道伊古部町２３号線 原橋 橋梁 修繕
豊橋市 豊橋市 市道賀茂町１５０号線 恵比須橋 橋梁 修繕
豊橋市 豊橋市 市道高塚町２３８号線 乗越橋 橋梁 修繕
豊橋市 豊橋市 市道高塚町５９号線 石塚橋 橋梁 修繕
豊橋市 豊橋市 市道高塚町６６号線 高塚８号橋 橋梁 修繕
豊橋市 豊橋市 市道高塚町９３号線 西一橋 橋梁 修繕
豊橋市 豊橋市 市道高塚町９４号線 中一橋 橋梁 修繕
豊橋市 豊橋市 市道細谷町１６８号線 朝倉橋 橋梁 修繕
豊橋市 豊橋市 市道細谷町１７１号線 墨焼橋 橋梁 修繕
豊橋市 豊橋市 市道細谷町２４６号線 中ノ島橋 橋梁 修繕
豊橋市 豊橋市 市道細谷町７９号線 馬門橋 橋梁 修繕
豊橋市 豊橋市 市道細谷町８０号線 井ノ上橋 橋梁 修繕
豊橋市 豊橋市 市道細谷町８９号線 穴ノ口橋 橋梁 修繕
豊橋市 豊橋市 市道寺沢町８５号線 女松原橋 橋梁 修繕
豊橋市 豊橋市 市道小島町９２号線 蛇ノ髭橋 橋梁 修繕
豊橋市 豊橋市 市道城下町７８号線 城下１０号橋 橋梁 修繕
豊橋市 豊橋市 市道植田町・野依町２３７号線 西の川橋 橋梁 修繕
豊橋市 豊橋市 市道神明町・東松山町８号線 道六橋 橋梁 修繕
豊橋市 豊橋市 市道神野新田町４７号線 南七組橋 橋梁 修繕
豊橋市 豊橋市 市道嵩山町１７７号線 岩手橋 橋梁 修繕
豊橋市 豊橋市 市道嵩山町８２号線 田楽橋 橋梁 修繕
豊橋市 豊橋市 市道嵩山町８８号線 南乃井原橋 橋梁 修繕
豊橋市 豊橋市 市道西岩田・飯村町３０号線 西山上橋 橋梁 修繕
豊橋市 豊橋市 市道西七根町１３３号線 石塚橋 橋梁 修繕
豊橋市 豊橋市 市道青竹町・牟呂町１０号線 八間東橋 橋梁 修繕
豊橋市 豊橋市 市道石巻西川町１２５号線 小松原橋 橋梁 修繕
豊橋市 豊橋市 市道石巻西川町１８３号線 中橋 橋梁 修繕
豊橋市 豊橋市 市道石巻中山町５８号線 下向イ橋 橋梁 修繕
豊橋市 豊橋市 市道石巻町１１２号線 海川橋 橋梁 修繕
豊橋市 豊橋市 市道石巻町９５号線 伝六橋 橋梁 修繕
豊橋市 豊橋市 市道石巻萩平町６９号線 不動橋 橋梁 修繕
豊橋市 豊橋市 市道石巻本町３７０号線 永欠橋 橋梁 修繕
豊橋市 豊橋市 市道東幸町・藤並町３号線 岩屋下跨線橋 橋梁 修繕
豊橋市 豊橋市 市道東細谷町１０６号線 大寒橋 橋梁 修繕
豊橋市 豊橋市 市道東細谷町８２号線 大寒西橋 橋梁 修繕
豊橋市 豊橋市 市道東七根町１４７号線 坪尻橋 橋梁 修繕
豊橋市 豊橋市 市道東赤沢町８５号線 浜井場橋 橋梁 修繕
豊橋市 豊橋市 市道東赤沢町８６号線 東横根橋 橋梁 修繕
豊橋市 豊橋市 市道内張町９号線 寺前人道橋 橋梁 修繕
豊橋市 豊橋市 市道二川町・雲谷町１５号線 上北裏橋 橋梁 修繕
豊橋市 豊橋市 市道浜道町・高田町３７号線 新百々池橋 橋梁 修繕
豊橋市 豊橋市 市道富久縞町１８号線 西ノ坪橋 橋梁 修繕
豊橋市 豊橋市 市道富久縞町２５号線 西ノ坪上橋 橋梁 修繕
豊橋市 豊橋市 市道豊清町２７号線 昭治橋 橋梁 修繕
豊橋市 豊橋市 市道問屋町・牟呂町１号線 下明富久橋 橋梁 修繕
豊橋市 豊橋市 市道野依町・伊古部町１２２号線 鷺田橋 橋梁 修繕
豊橋市 豊橋市 市道野依町１２０号線 野依１１号橋 橋梁 修繕
豊橋市 点検計画

豊橋市道路附属物等長寿命化修繕計画
豊橋市 豊橋市 王ヶ崎町･駒形町32号線 南陽歩道橋 道路附属物等 修繕

岡崎市橋梁長寿命化修繕計画
岡崎市 岡崎市 グリーンランド３号線 神明西橋 橋梁 修繕
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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

岡崎市 岡崎市 グリーンランド３号線 棚田橋 橋梁 修繕
岡崎市 岡崎市 グリーンランド６号線 梨子橋 橋梁 修繕
岡崎市 岡崎市 市道桜田新居線 桜田橋 橋梁 修繕
岡崎市 岡崎市 市道中央総合公園東公園線 足延橋 橋梁 修繕
岡崎市 岡崎市 市道長沢連線 長沢連橋 橋梁 修繕
岡崎市 岡崎市 市道渕脇土田線 土田橋 橋梁 修繕
岡崎市 岡崎市 市道美合小美線 美岡橋 橋梁 修繕
岡崎市 岡崎市 市道美合保母線 蛍橋 橋梁 修繕
岡崎市 岡崎市 市道美合保母線 蛍橋人道橋 橋梁 修繕
岡崎市 岡崎市 市道宮石弘法橋線 弘法橋 橋梁 修繕
岡崎市 岡崎市 市道舞木12号線 阿形南橋 橋梁 修繕
岡崎市 岡崎市 市道山綱15号線 法蔵寺橋 橋梁 修繕
岡崎市 点検計画

一宮市橋梁長寿命化修繕計画
一宮市 一宮市 市道0112号線 祢々の橋 橋梁 修繕
一宮市 一宮市 市道0117号線 日光橋 橋梁 修繕
一宮市 一宮市 市道0151号線 大和橋 橋梁 修繕
一宮市 一宮市 市道0214号線 二神橋（歩道） 橋梁 修繕
一宮市 一宮市 市道E247号線 名栗南橋 橋梁 修繕
一宮市 一宮市 市道E254号線 和田橋 橋梁 修繕
一宮市 一宮市 市道I023号線 弁天橋 橋梁 修繕
一宮市 一宮市 市道K0001号線 郷浦橋 橋梁 修繕
一宮市 点検計画

瀬戸市橋梁長寿命化修繕計画
瀬戸市 瀬戸市 市道上品野9号線 無名橋53 橋梁 修繕
瀬戸市 瀬戸市 市道吉田橋進陶線 吉田橋 橋梁 修繕
瀬戸市 瀬戸市 市道宮脇橋東本町線 蛭子橋 橋梁 修繕
瀬戸市 瀬戸市 市道祥雲寺線 寺前橋 橋梁 修繕
瀬戸市 瀬戸市 市道西脇弁天線 南弁天橋 橋梁 修繕
瀬戸市 点検計画

半田市橋梁長寿命化修繕計画
半田市 点検計画

春日井市橋梁長寿命化修繕計画
春日井市 春日井市 市道204花長線 二子橋 橋梁 修繕
春日井市 春日井市 市道4175号線 無名橋59 橋梁 修繕
春日井市 春日井市 市道6526号線 ふもと橋 橋梁 修繕
春日井市 点検計画

春日井市道路附属物等長寿命化修繕計画
春日井市 春日井市 市道137号線 坂下小学校北歩道橋 道路附属物等 修繕
春日井市 春日井市 市道6352号線 外之原歩道橋 道路附属物等 修繕
春日井市 春日井市 市道7180号線 西藤橋 道路附属物等 修繕
春日井市 春日井市 市道7193号線 藤東橋 道路附属物等 修繕

豊川市橋梁長寿命化修繕計画
豊川市 豊川市 市道城跡市役所線 上野川橋 橋梁 修繕
豊川市 豊川市 市道一宮千両線 土々川橋 橋梁 修繕
豊川市 豊川市 市道御津御馬膳田下佐脇平次線 御所橋 橋梁 修繕
豊川市 豊川市 市道上長山宮ﾉ前大木鑓水線 開田橋 橋梁 修繕
豊川市 豊川市 市道上長山西原大木鑓水2号線 才原橋 橋梁 修繕
豊川市 豊川市 市道赤坂竹ﾉ谷丁田線 丁田橋 橋梁 修繕
豊川市 豊川市 市道蔵子七丁目蔵子六丁目3号線 向山橋 橋梁 修繕
豊川市 豊川市 市道大木新道1号線 新道東橋 橋梁 修繕
豊川市 点検計画

津島市橋梁長寿命化修繕計画
津島市 津島市 市道大坪神尾2号線 無名橋F-418 橋梁 修繕
津島市 津島市 市道莪原神尾線 無名橋2-12 橋梁 修繕
津島市 津島市 市道神尾18号線 無名橋F-401 橋梁 修繕
津島市 津島市 市道高台寺39号線 無名橋G-114 橋梁 修繕
津島市 津島市 市道百町64号線 無名橋G-212 橋梁 修繕
津島市 点検計画

碧南市橋梁長寿命化修繕計画
碧南市 碧南市 市道鶴見植出線 堀方橋 橋梁 修繕

刈谷市橋梁長寿命化修繕計画
刈谷市 刈谷市 市道01-29号線 半ノ木橋 橋梁 修繕
刈谷市 刈谷市 市道1-616号線 半崎橋 橋梁 修繕
刈谷市 刈谷市 市道1-712号線 弘法小橋 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
愛知県

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

刈谷市 刈谷市 市道1-890号線 青山橋 橋梁 修繕
刈谷市 点検計画

刈谷市道路附属物等長寿命化修繕計画
刈谷市 刈谷市 市道01-33号線 朝日歩道橋 道路附属物等 修繕

豊田市橋梁長寿命化修繕計画
豊田市 豊田市 市道旭島崎小渡線 両国橋 橋梁 修繕
豊田市 豊田市 市道旭島崎小渡線 両国橋（歩道橋） 橋梁 修繕
豊田市 豊田市 市道稲武線 真弓橋2 橋梁 修繕
豊田市 豊田市 市道稲武線 大橋3 橋梁 修繕
豊田市 豊田市 市道鴛鴨弥栄２号線 豊栄町１０丁目２号橋 橋梁 修繕
豊田市 豊田市 市道勘八側道１号線 勘八跨道橋 橋梁 修繕
豊田市 豊田市 市道高橋細谷線 竜宮橋 橋梁 修繕
豊田市 豊田市 市道小原北篠平多治見線 市ノ瀬橋 橋梁 修繕
豊田市 豊田市 市道浄水１１号線 伊保原第４跨線道路橋 橋梁 修繕
豊田市 豊田市 市道浄水９２号線 伊保原第１跨線道路橋 橋梁 修繕
豊田市 豊田市 市道浄水歩行者道１５号線 伊保原第２跨線道路橋 橋梁 修繕
豊田市 豊田市 市道中切金山線 加納橋 橋梁 修繕
豊田市 豊田市 市道中切金山線 丸子橋 橋梁 修繕
豊田市 豊田市 市道平戸橋水源３号線 扶桑高架橋 橋梁 修繕
豊田市 豊田市 市道矢並古瀬間線 矢並跨道橋 橋梁 修繕
豊田市 点検計画

豊田市道路附属物等長寿命化修繕計画
豊田市 豊田市 市道旧名岡線 堤町歩道橋 道路附属物等 修繕
豊田市 豊田市 市道竜宮平山線 平山公園歩道橋 道路附属物等 修繕

安城市橋梁長寿命化修繕計画
安城市 点検計画

西尾市橋梁長寿命化修繕計画
西尾市 西尾市 幡豆1号線 西口橋 橋梁 修繕
西尾市 西尾市 吉田２２４号線 百度橋 橋梁 修繕
西尾市 西尾市 厨３２３号線 丸山橋 橋梁 修繕
西尾市 西尾市 西小梛５２号線 西小梛橋 橋梁 修繕
西尾市 西尾市 南奥田港町線 南奥田橋 橋梁 修繕
西尾市 西尾市 米野１５号線 水野橋 橋梁 修繕
西尾市 点検計画

蒲郡市橋梁長寿命化修繕計画
蒲郡市 蒲郡市 市道倉田堀ノ内１号線 蔵子田橋 橋梁 修繕
蒲郡市 蒲郡市 市道西田川５４号線 西田川橋 橋梁 修繕
蒲郡市 点検計画

犬山市橋梁長寿命化修繕計画
犬山市 犬山市 市道楽田西164号線 青塚架樋橋 橋梁 修繕
犬山市 犬山市 市道今井８号線 姥田橋 橋梁 修繕
犬山市 犬山市 市道寺洞名荷線 寺洞橋 橋梁 修繕
犬山市 犬山市 市道羽黒前原台線 星和橋 橋梁 撤去
犬山市 点検計画

常滑市橋梁長寿命化修繕計画
常滑市 常滑市 市道1843号線 背地替橋 橋梁 修繕
常滑市 常滑市 市道3536号線 大谷9号橋 橋梁 修繕
常滑市 常滑市 市道大野小倉線 勅使橋 橋梁 修繕
常滑市 常滑市 市道3328号線 中橋 橋梁 修繕
常滑市 点検計画

江南市橋梁長寿命化修繕計画
江南市 江南市 市道江南池之内線 下河原橋3 橋梁 修繕
江南市 江南市 市道江南池之内線 無名橋28 橋梁 修繕
江南市 江南市 市道西部第132号線 藤ヶ丘1号橋 橋梁 修繕
江南市 江南市 市道西部第353号線 般若用水25号橋 橋梁 修繕
江南市 江南市 市道江南岩倉線 両高屋5号橋 橋梁 修繕
江南市 江南市 市道西部第834号線 郷浦橋 橋梁 修繕
江南市 江南市 市道東部第525号線 白木橋 橋梁 修繕
江南市 江南市 市道北進線 般若用水6号橋 橋梁 修繕
江南市 点検計画

小牧市橋梁長寿命化修繕計画
小牧市 点検計画

稲沢市道路附属物等長寿命化修繕計画
稲沢市 稲沢市 市道00-138号線 長束歩道橋 道路附属物等 修繕
稲沢市 点検計画



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
愛知県

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

新城市橋梁長寿命化修繕計画
新城市 点検計画

東海市橋梁長寿命化修繕計画
東海市 東海市 市道大田川右岸３号線 義路橋 橋梁 修繕
東海市 東海市 市道庁舎南２１号線 西番水橋 橋梁 修繕
東海市 点検計画

東海市道路附属物等長寿命化修繕計画
東海市 東海市 国道２４７号 名和駅北歩道橋 道路附属物等 修繕
東海市 東海市 市道横須賀加木屋線 横須賀高校前横断歩道橋 道路附属物等 修繕

大府市橋梁長寿命化修繕計画
大府市 大府市 市道2007号線 長草１号橋 橋梁 修繕
大府市 大府市 市道4322号線 上り戸跨線道路橋 橋梁 修繕
大府市 大府市 市道4323号線 丸根跨線道路橋 橋梁 修繕
大府市 大府市 市道山口半月線 上荒田橋 橋梁 修繕
大府市 点検計画

知多市橋梁長寿命化修繕計画
知多市 知多市 市道北浜金沢線 北浜跨道橋 橋梁 修繕
知多市 点検計画

知立市橋梁長寿命化修繕計画
知立市 点検計画

高浜市橋梁長寿命化修繕計画
高浜市 点検計画

岩倉市橋梁長寿命化修繕計画
岩倉市 岩倉市 市道仙奈保育園北線 長瀬橋 橋梁 修繕
岩倉市 岩倉市 市道南377号線 大市場橋 橋梁 修繕
岩倉市 点検計画

豊明市橋梁長寿命化修繕計画
豊明市 点検計画

日進市道路附属物等長寿命化修繕計画
日進市 日進市 市道栄本郷線 南ケ丘歩道橋 道路附属物等 修繕

田原市橋梁長寿命化修繕計画
田原市 田原市 市道川向二字郷中線 八王子橋 橋梁 修繕
田原市 田原市 市道新宮前荒古線 勢多気橋 橋梁 修繕
田原市 田原市 市道高松中尾尾村崎線 宮前橋 橋梁 修繕
田原市 田原市 市道百々2号線 新谷橋 橋梁 修繕
田原市 田原市 市道仲田長尾線 宇津江橋 橋梁 修繕
田原市 田原市 市道二字郷中大藪線 新堀橋 橋梁 修繕
田原市 田原市 市道西高尾前田線 大坪橋 橋梁 修繕
田原市 田原市 市道新田新居線 緑橋 橋梁 修繕
田原市 田原市 市道東山３号線 東山３号橋 橋梁 修繕
田原市 田原市 市道宮下沢線 蔵道橋 橋梁 修繕
田原市 田原市 市道馬草黒ケ谷線 太夫川橋 橋梁 修繕
田原市 田原市 市道比留輪線 向山橋 橋梁 修繕
田原市 田原市 市道岩本坪ノ内線 カル桶橋 橋梁 修繕
田原市 点検計画

愛西市橋梁長寿命化修繕計画
愛西市 愛西市 市道5348号線 無名橋1009号 橋梁 修繕
愛西市 愛西市 市道6号線 梶島橋 橋梁 修繕
愛西市 点検計画

清須市橋梁長寿命化修繕計画
清須市 清須市 市道新川小橋線 新川小橋 橋梁 修繕
清須市 点検計画

北名古屋市橋梁長寿命化修繕計画
北名古屋市 点検計画

弥富市橋梁長寿命化修繕計画
弥富市 弥富市 神戸１４号線 神戸１１号橋 橋梁 修繕
弥富市 弥富市 西蜆亀ケ地線 亀ケ地３号橋 橋梁 修繕
弥富市 弥富市 大谷５号線 大谷２号橋 橋梁 修繕
弥富市 弥富市 大谷９号線 大谷５号橋 橋梁 修繕
弥富市 弥富市 竹田１号線 西蜆２号橋 橋梁 修繕
弥富市 弥富市 鍋平４号線 宮前橋 橋梁 修繕
弥富市 点検計画

みよし市橋梁長寿命化修繕計画
みよし市 みよし市 市道三好丘自転車歩行者専用道路４号線 無名橋５４号 橋梁 修繕
みよし市 点検計画
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あま市道路附属物等長寿命化修繕計画
あま市 あま市 県道給父西枇杷島線 花長横断歩道橋 道路附属物等 修繕

長久手市橋梁長寿命化修繕計画
長久手市 点検計画

東郷町橋梁長寿命化修繕計画
東郷町 東郷町 町道申下・東羽根穴線 申下橋 橋梁 修繕
東郷町 点検計画

豊山町橋梁長寿命化修繕計画
豊山町 点検計画

大口町橋梁長寿命化修繕計画
大口町 点検計画

扶桑町橋梁長寿命化修繕計画
扶桑町 扶桑町 町道犬山・富士線 ７３号橋 橋梁 修繕

大治町橋梁長寿命化修繕計画
大治町 大治町 町道屋形・堅田2号線 三本木橋 橋梁 修繕
大治町 大治町 町道堀之内・砂子線 屋形橋 橋梁 修繕

蟹江町橋梁長寿命化修繕計画
蟹江町 蟹江町 才勝芝切線 霞切橋 橋梁 修繕
蟹江町 点検計画

阿久比町橋梁長寿命化修繕計画
阿久比町 点検計画

東浦町橋梁長寿命化修繕計画
東浦町 東浦町 町道生路3号線 川尻橋 橋梁 修繕
東浦町 東浦町 町道緒川336号線 桜橋 橋梁 修繕
東浦町 点検計画

南知多町橋梁長寿命化修繕計画
南知多町 点検計画

美浜町橋梁長寿命化修繕計画
美浜町 美浜町 町道4453号線 瓦橋 橋梁 修繕
美浜町 点検計画

武豊町橋梁長寿命化修繕計画
武豊町 点検計画

幸田町橋梁長寿命化修繕計画
幸田町 点検計画

設楽町橋梁長寿命化修繕計画
設楽町 設楽町 駒ヶ原澄川線 澄川橋 橋梁 修繕
設楽町 設楽町 神田戸口線 戸口１号橋 橋梁 修繕
設楽町 設楽町 神田戸口線 戸口２号橋 橋梁 修繕
設楽町 点検計画

東栄町橋梁長寿命化修繕計画
東栄町 東栄町 町道川角名倉線 煮淵橋 橋梁 修繕
東栄町 東栄町 町道西薗目坪沢線 共栄橋 橋梁 修繕
東栄町 東栄町 町道日蔭伝田野線 高橋 橋梁 修繕
東栄町 東栄町 町道下古戸浅井線 柿平橋 橋梁 修繕
東栄町 東栄町 町道隧道口三津瀬線 大橋 橋梁 修繕
東栄町 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：愛知県 単位：百万円

ものづくり愛知を支え、より住みやすく安全で活力あるまちづくり計画 岡崎市 280

新城市 25 過疎代行

新城市 150

「暮らし楽しむまちとよた」地域交流計画 豊田市 489

設楽町
東栄町
豊根村

150 過疎代行

設楽町 20

ひと・自然　愛があふれるまち　愛西市の農業と生活を支える道づくり計画
愛西市
弥富市

47

　小　計 1,161

※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。

備　　考

木と農を未来へつなぐ奥三河活性化計画

「山と共に歩むまちしんしろ」活性化計画

地域再生計画の名称
事業箇所
（市町村名）

国費



愛 知 県

水管理・国土保全局



令和４年度当初予算　河川事業（直轄・愛知県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

豊川 豊川 一般河川改修事業 390　 豊橋市
と よ は し し

、豊川
とよかわ

市
し

矢作川 矢作川 一般河川改修事業 1,260　 岡崎市
お か ざ き し

、豊田市
と よ た し

庄内川 庄内川 一般河川改修事業 1,025　
≪愛知県

あ い ち け ん

≫名古屋市
な ご や し

≪岐阜県
ぎ ふ け ん

≫多治見市
た じ み し

木曾川 木曾川下流 一般河川改修事業 2,361　

≪愛知県
あ い ち け ん

≫愛西市
あ い さ い し

≪岐阜県
ぎ ふ け ん

≫海津市
か い づ し

≪三重県
み え け ん

≫桑名市
く わ な し

木曾川 木曾川上流 一般河川改修事業 3,013　

≪愛知県
あ い ち け ん

≫一宮市
いちのみやし

≪岐阜県
ぎ ふ け ん

≫揖斐川町
い び が わ ち ょ う

、岐阜市
ぎ ふ し

、羽島市
は し ま し

、瑞穂市
み ず ほ し

、

          美濃市
み の し

、養老町
ようろうちょう

庄内川 庄内川 特定構造物改築事業 430　 清須市
き よ す し

、名古屋市
な ご や し

庄内川 庄内川 河川都市基盤整備事業 335　 名古屋市
な ご や し

豊川 豊川 河川工作物関連応急対策事業 20　

豊川 総合水系環境整備事業 53　 豊橋市
と よ は し し

、豊川市
と よ か わ し

矢作川 総合水系環境整備事業 94　 西尾市
に し お し

、碧南市
へ き な ん し

木曾川 総合水系環境整備事業 429　

≪愛知県
あ い ち け ん

≫一宮市
いちのみやし

、愛西市
あ い さ い し

、江南市
こ う な ん し

≪岐阜県
ぎ ふ け ん

≫岐阜市
ぎ ふ し

、羽島市
は し ま し

、海津市
か い づ し

、大垣市
お お が き し

、安八町
あんぱちちょう

、

　　　　   　　養老町
ようろうちょう

≪三重県
み え け ん

≫桑名市
く わ な 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・愛知県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

庄内川 堀川 事業間連携河川事業 1,500　 名古屋市
な ご や し

大田川 大田川 事業間連携河川事業 60　 東海市
と う か い し

矢作川 広田川 大規模特定河川事業 438　 幸田町
こうたちょう

矢作川 砂川 大規模特定河川事業 100　 岡崎市
おかざきし

柳生川 柳生川 大規模特定河川事業 2,060　 豊橋市
と よ は し し

日光川
野府川

（日光川２号放水路）
大規模特定河川事業 530　 一宮市

いちのみやし

庄内川 新川流域 特定都市河川浸水被害対策推進事業 454　 一宮市
いちのみやし

、小牧市
こ ま き し

、稲沢市
いなざわし

、名古屋市
な ご や し

境川・猿渡川 境川・猿渡川流域 特定都市河川浸水被害対策推進事業 440　 豊田市
と よ た し

、刈谷市
か り や し

、知立市
ち り ゅ う し

、東浦町
ひがしうらちょう

庄内川　外 鴨田川　外 河川メンテナンス事業 212　 ※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・愛知県）

※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

北
きた

名古屋
な ご や

市
し

庄内川 鴨田川 鴨田川排水機場

清須市
き よ す し

庄内川 水場川 水場川排水機場

弥富市
や と み し

木曾川 鍋田川 鍋田川上流排水機場

蟹江町
かにえちょう

日光川 蟹江川 蟹江川排水機場

名古屋市 名古屋市
な ご や し

日光川 戸田川 戸田川排水機場

特定構造物更新事業

愛知県



愛知県

　直轄ダム事業
（単位：百万円）

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備考

以下の金額は工事諸費等を含めたもの

河川総合開発事業 天竜川天竜川ダム再編 793 915

矢作川矢作ダム再生 313 342

多目的ダム建設事業 豊川設楽ダム 15,192 15,905

堰堤改良事業 矢作川矢作ダム 523 596



令和４年度当初予算　ダムメンテナンス事業（補助・愛知県）

（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 岡崎市 9 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・愛知県）

別　　　紙

実施主体 市町村名 水系名 河川名 ダム名

愛知県 岡崎市 矢作川 雨山川 雨山ダム



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 しょうないがわ みずのかわだいじゅうにしせん せとし しらいわちょう さぼうえんていこう

砂防等事業 庄内川 水野川第12支川 瀬戸市 白岩町 砂防堰堤工 40

やはぎがわ おとかわだいななしせん おかざきし かたよせちょう さぼうえんていこう

矢作川 男川第7支川 岡崎市 片寄町 砂防堰堤工 38

やはぎがわ りゅうせんじかわだいろくしせん おかざきし くわがいちょう さぼうえんていこう

矢作川 竜泉寺川第6支川 岡崎市 桑谷町 砂防堰堤工 35

やはぎがわ りゅうせんじかわだいいちしせん おかざきし くわがいちょう さぼうえんていこう

矢作川 竜泉寺川第1支川 岡崎市 桑谷町 砂防堰堤工 5

やはぎがわ やまつなかわだいろくしせん おかざきし ふじかわちょう さぼうえんていこう

矢作川 山綱川第6支川 岡崎市 藤川町 砂防堰堤工 15

やざきかわ しんでんほらだいいち にしおし きらちょう さぼうえんていこう

矢崎川 新田洞第１ 西尾市 吉良町 砂防堰堤工 22

やはぎがわ やなのさわ おかざきし ちはらざわちょう さぼうえんていこう

矢作川 梁野沢 岡崎市 茅原沢町 砂防堰堤工 5

やはぎがわ こまやまがわ とよたし うしじちょう さぼうえんていこう

矢作川 駒山川 豊田市 牛地町 砂防堰堤工 50

やはぎがわ いどかわさわ とよたし おたぎちょう さぼうえんていこう

矢作川 井戸川沢 豊田市 小田木町 砂防堰堤工 50

やはぎがわ おたぎかわだいろくしせん とよたし おたぎちょう さぼうえんていこう

矢作川 小田木川第6支川 豊田市 小田木町 砂防堰堤工 24

やはぎがわ ちからいしがわだいななしせん とよたし なかがねちょう さぼうえんていこう

矢作川 力石川第7支川 豊田市 中金町 砂防堰堤工 50

やはぎがわ やはぎがわだいななじゅうきゅうしせん とよたし やなだいらちょう さぼうえんていこう

矢作川 矢作川第79支川 豊田市 簗平町 砂防堰堤工 37

やはぎがわ まつくぼざわ とよたし にしいちののちょう さぼうえんていこう

矢作川 松久保沢 豊田市 西市野々町 砂防堰堤工 50

やはぎがわ いいのがわだいじゅうさんしせん とよたし ほくそぎちょう さぼうえんていこう

矢作川 飯野川第13支川 豊田市 北曽木町 砂防堰堤工 20

てんりゅうがわ なかむらさわ きたしたらぐん とよねむら さかうば さぼうえんていこう

天竜川 中村沢 北設楽郡 豊根村 坂宇場 砂防堰堤工 5

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（愛知県　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 とよかわ ひがしはやしさわ しんしろし とくさだ さぼうえんていこう

砂防等事業 豊川 東林沢 新城市 徳定 砂防堰堤工 35

とよかわ のりこうじさわ とよはしし うしかわちょう さぼうえんていこう

豊川 乗小路沢 豊橋市 牛川町 砂防堰堤工 47

みとがわ みとがわだいよんしせん とよかわし みとちょう さぼうえんていこう

御津川 御津川第4支川 豊川市 御津町 砂防堰堤工 10

みとがわ みとがわだいじゅういちしせん とよかわし みとちょう さぼうえんていこう

御津川 御津川第11支川 豊川市 御津町 砂防堰堤工 50

みとがわ かねのがわ とよかわし みとちょう さぼうえんていこう

御津川 金野川 豊川市 御津町 砂防堰堤工 30

おとわがわ やまざきさわ とよかわし ながさわちょう さぼうえんていこう

音羽川 山崎沢 豊川市 長沢町 砂防堰堤工 40

21箇所 658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（愛知県　2/5）

事業区分 水系名 渓流名 所在地



急傾斜
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

事業間連携 なかむらくいき おかざきし ほっきゅうちょう ようへきこう

砂防等事業 中村区域 岡崎市 保久町 擁壁工 1.8

とよのさわくいき おかざきし かたよせちょう ようへきこう

豊ノ沢区域 岡崎市 片寄町 擁壁工 1.8

ませぐちくいき とよたし なかぎりちょう ようへきこう

棚口区域 豊田市 中切町 擁壁工 41.6
なるせくいき とよたし あすけちょう ようへきこう

成瀬区域 豊田市 足助町 擁壁工 28.5

なぎしたくいき とよたし にしはぎのひらちょう ようへきこう

名木下区域 豊田市 西萩平町 擁壁工 38

ひさわくいき とよたし みつくりちょう ようへきこう

日沢区域 豊田市 御作町 擁壁工 36

6箇所 147.7
※急傾斜の事業費は補助基本額である

合計

令和４年度　当初予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（愛知県　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 みとやまがわ　ほか おかざきし　ほか かわむきちょう　ほか ろうきゅうかたいさく

事業 美登山川　外 岡崎市　外 川向町　外 老朽化対策 626

１箇所 626
※急傾斜の事業費は補助基本額である

合計

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

事業区分 水系名
渓流名
箇所名

所在地



※計画策定のみの箇所は記載していない

施設名 構造物種別 事業種別

こまきし いわつぎほら いわつぎほらさぼうえんてい　とう

愛知県 小牧市 岩次洞 岩次洞砂防堰堤　等 砂防堰堤工　等 改築　等
せとし おほらがわ　ほか おほらがわさぼうえんてい　とう

瀬戸市 小洞川　外 小洞川砂防堰堤　等 砂防堰堤工　等 改築　等
いぬやまし てらぼらがわ　ほか てらぼらがわさぼうえんてい　とう

犬山市 寺洞川　外 寺洞川砂防堰堤　等 砂防堰堤工　等 改築　等
みはまちょう かみまえだくいき かみまえだくいきじすべりぼうししせつ　とう

美浜町 上前田区域 上前田区域地すべり防止施設　等 集水井工　等 修繕　等
ちたし たかみくいき たかみくいききゅうけいしゃちほうかいぼうししせつ　とう

知多市 高見区域 高見区域急傾斜地崩壊防止施設　等 法面工　等 修繕　等
とこなめし ひがしねぐみくいき ひがしねぐみくいききゅうけいしゃちほうかいぼうししせつ　とう

常滑市 東根組区域 東根組区域急傾斜地崩壊防止施設　等 法面工　等 修繕　等
おかざきし みとやまがわ　ほか みとやまがわさぼうえんてい　とう

岡崎市 美登山川　外 美登山川砂防堰堤　等 砂防堰堤工　等 改築　等
にしおし ひがしやまくいき ひがしやまくいききゅうけいしゃちほうかいぼうししせつ　とう

西尾市 東山区域 東山区域急傾斜地崩壊防止施設　等 擁壁工　等 改築　等
とよたし くぎゅうだいらくいき　ほか くぎゅうだいらくいききゅうけいしゃちほうかいぼうししせつ　とう

豊田市 九久平区域　外 九久平区域急傾斜地崩壊防止施設　等 擁壁工　等 改築　等
とよねむら わりさわ　ほか わりさわさぼうえんてい　とう

豊根村 割沢　外 割沢砂防堰堤　等 砂防堰堤工　等 改築　等
したらちょう かじさわくいき　ほか かじさわくいききゅうけいしゃちほうかいぼうししせつ　とう

設楽町 鍛冶沢区域　外 鍛治沢区域急傾斜地崩壊防止施設　等 法面工　等 修繕　等
とうえいちょう さわのぼりざわ　ほか さわのぼりざわさぼうえんてい　とう

東栄町 沢登沢　外 沢登沢砂防堰堤　等 砂防堰堤工　等 改築　等
しんしろし かいのさわ　ほか かいのさわさぼうえんてい　とう

新城市 界の沢　外 界の沢砂防堰堤　等 砂防堰堤工　等 改築　等
とよかわし みとやまくいき みとやまくいききゅうけいしゃちほうかいぼうししせつ　とう

豊川市 御津山区域 御津山区域急傾斜地崩壊防止施設　等 法面工　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（愛知県　5/5）

事業主体名 市町村名
渓流名
箇所名



愛知県 （単位：百万円）

津波対策緊急事業 田原海岸 田原市
た は ら し

300

海岸メンテナンス事業 常滑海岸、知多三河海岸 常滑市
と こ な め し

、西尾市
に し お し

、蒲郡
がまごおり

市
し

　等
と う

300 ※個別内容については、別紙参照

愛知県　計 600

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・愛知県）

※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

愛知県 常滑市 常滑海岸メンテナンス事業 唐崎川樋門

愛知県 西尾市、蒲郡市、高浜市、南知多町 知多三河海岸メンテナンス事業 護岸、樋門



令和４年度当初予算　下水道事業

都道府県名：愛知県 （単位：千円）

矢作川浄化センター汚泥焼却施設脱
炭素化推進事業

愛知県 下水道脱炭素化推進事業 2,178,450 1,452,300

中川運河上流地区下水道床上浸水対
策事業

名古屋市
浸水対策下水道事業
（下水道床上浸水対策事業）

4,860,000 2,430,000

内浜地区大規模雨水処理施設整備事
業

名古屋市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

412,000 206,000

八帖地区ほか大規模雨水処理施設整
備事業

岡崎市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

603,402 301,701

六名地区下水道床上浸水対策事業 岡崎市
浸水対策下水道事業
（下水道床上浸水対策事業）

24,964 12,482

生棚川排水区大規模雨水処理施設整
備事業

春日井市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

1,478,262 739,131

中部・梅坪排水区大規模雨水処理施
設整備事業

豊田市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

408,426 204,213

元浜ポンプ場大規模雨水処理施設整
備事業

東海市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

938,682 469,341

事業名 事業主体 事業種別 事業費 国費



都道府県名：愛知県 （単位：千円）

事業名 事業主体 事業種別 事業費 国費

堀江・豊田川地区大規模雨水処理施
設整備事業

清須市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

672,056 336,028

計 11,576,242 6,151,196



愛　知　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：　愛知県

（単位：百万円）

整備 国営木曽三川公園
一宮市、江南市、稲沢市、愛
西市

184

維持管理 国営木曽三川公園
一宮市、江南市、稲沢市、愛
西市

384

令和４年度　予算箇所表

工種 公園名 市町村名 事業費 備考



愛知県

（項）国営公園等事業費（目）都市公園事業費補助（目細）都市公園事業費補助

（単位：千円）

用地費 施設費 計

0 499,000 499,000

0 249,500 249,500

0 328,100 328,100

0 164,050 164,050

0 827,100 827,100

0 413,550 413,550

（注）「内示額」欄の上段は事業費、下段は国費を記載している。

令和４年度当初予算　社会課題対応型都市公園機能向上促進事業

都市名 事業主体
新規
継続

事業名 補助率
内示額

備   考

1/2

東浦町 東浦町 新規
東浦町社会課題対応型都市
公園機能向上促進事業

1/2

合　　計

長久手市 愛知県 新規
愛知県社会課題対応型都市
公園機能向上促進事業



令和４年度　当初予算配分

一般会計　（組織）国土交通本省　 愛知県
（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

109,600
岡崎市 岡崎市 継続 乙川リバーフロントＱＵＲＵＷＡ戦略地区（第２期） 1/2 54,800

1/2, 117,474
一宮市 一宮市 継続 丹陽町出張所周辺地区 4.5/10 55,800

1/2, 52,842
半田市 半田市 継続 半田歴史・文化が香るまち地区 4.5/10 25,100

217,778
春日井市 春日井市 継続 熊野桜佐地区 4.5/10 98,000

13,400
春日井市 春日井市 継続 高蔵寺ニュータウン再生・高蔵寺駅周辺地区 1/2 6,700

316,222
春日井市 春日井市 継続 朝宮地区 4.5/10 142,300

1/2, 62,947
豊川市 豊川市 継続 地域拠点一宮地区 4.5/10 29,900

1/2, 34,737
豊川市 豊川市 継続 地域拠点小坂井地区 4.5/10 16,500

1/2, 27,368
豊川市 豊川市 継続 地域拠点国府地区 4.5/10 13,000

1/2, 1,322,526
豊川市 豊川市 継続 拠点諏訪・八幡地区 4.5/10 628,200

450,400
津島市 津島市 新規 津島市まちなか歴史・文化（駅周辺）地区 1/2 225,200

85,400
刈谷市 刈谷市 継続 刈谷駅周辺地区 1/2 42,700

1/2, 1,260,000
豊田市 豊田市 継続 豊田都心地区 4.5/10 598,500

118,222
豊田市 豊田市 継続 豊田若園地区 4.5/10 53,200

1/2, 136,842
蒲郡市 蒲郡市 継続 中心拠点蒲郡地区 4.5/10 65,000

2,105,400
江南市 江南市 継続 布袋駅周辺地区 1/2 1,052,700

669,200
小牧市 小牧市 継続 小牧線沿線地区 1/2 334,600

1/2, 1,818,737
東海市 東海市 継続 保健医療福祉拠点周辺地区 4.5/10 863,900

1/2, 226,105
東海市 東海市 新規 文化交流地区 4.5/10 107,400

1/2, 631,579
尾張旭市 尾張旭市 新規 尾張旭市活力拠点地区 4.5/10 300,000

1/2, 70,105
尾張旭市 尾張旭市 新規 尾張旭市やすらぎ拠点地区 4.5/10 33,300

1/2, 147,368
豊明市 豊明市 継続 豊明ノースセントラル地区 4.5/10 70,000

9,994,252
合計 4,816,800

内示額について、下段を国費とする。



令和４年度　当初予算配分

一般会計　（組織）国土交通本省　 名古屋市

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

事業 継続

都市名 主体 新規 箇　所　名 補助率 内示額 摘　　要

188,400

名古屋市 名古屋市 継続 中村地区 1/2 94,200

573,400

名古屋市 名古屋市 継続 金城ふ頭地区（第2期） 1/2 286,700

761,800

合計 380,900

内示額について、下段を国費とする。



令和４年度　当初予算配分

一般会計　（組織）国土交通本省　 名古屋市

（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

478,000

名古屋市 市 新規 名古屋駅周辺・伏見・栄地域 1/2 239,000 国際競争拠点都市整備事業

478,000

合計 239,000

内示額について、下段を国費とする。



令和４年度　当初予算配分

一般会計　（組織）国土交通本省　 愛知県

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

事業 継続

都市名 主体 新規 箇　所　名 補助率 内示額 摘　　要

10,400

名古屋市 民間事業者 継続 中川運河にぎわいゾーン地区 1/2 5,200 まちなかウォーカブル推進事業

10,400

合計 5,200

内示額について、下段を国費とする。



令和4年度　当初予算配分

一般会計　（組織）国土交通本省　 愛知県

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

事業 継続

都市名 主体 新規 箇　所　名 補助率 内示額 摘　　要

11,000

春日井市 春日井市 新規 春日井市都市計画区域 1/2 5,500 都市空間情報デジタル基盤構築支援事業

27,756

日進市 日進市 新規 市域全域（都市計画区域全域） 1/2 13,878 都市空間情報デジタル基盤構築支援事業

38,756

合計 19,378

内示額について、下段を国費とする。



令和4年度　
　街路交通調査費補助（土地区画整理事業調査） 愛知県
　（項）地域連携道路事業費　（目）道路調査費補助　（目細）街路交通調査費補助

（単位：千円）
調査 継続

都市名 主体 新規 箇　所　名 補助率 内示額 摘　　要

11,100

知立市 市 継続 知立蔵福寺地区 1/3 3,700

2,700

知立市 市 継続 知立鳥居地区 1/3 900
6,000

知立市 市 新規 知立駅南地区 1/3 2,000
24,000

清須市 市 新規 一場東部地区 1/3 8,000

43,800

合計 14,600

下段は国費である。



令和４年度

街路交通調査 愛知県
（単位：千円）

事業 継/新
主体 新規

（ 12,000 ）
4,000

計 （ 12,000 ）
4,000

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

国庫補助額 摘要
整理
番号

事業名 都市名 補助率

街路交通調査費補助(総
合都市交通体系調査)

尾張旭市管内
尾張旭
市

新 1/3
尾張旭市総合都市交
通体系調査



令和４年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:愛知県 (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 名古屋鉄道名古屋本線等 知立市 知立駅付近 3,000

連続立体交差 ＪＲ武豊線 半田市 半田駅付近 1,640

連続立体交差 名古屋鉄道三河線 豊田市 若林駅付近 1,500

連続立体交差 名古屋鉄道名古屋本線 名古屋市 桜駅～本星崎駅間 20 着工準備

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:愛知県 (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 名古屋市 小幡5号踏切道 名古屋市 600

踏切道改良計画事業 岡崎市 南乾地踏切道 岡崎市 597

踏切道改良計画事業 一宮市 苅安賀1号踏切道 愛知県 349

踏切道改良計画事業 豊川市 伊奈9号踏切道 豊川市 80

踏切道改良計画事業 安城市 宇頭12号踏切道 愛知県 350

踏切道改良計画事業 稲沢市 新清洲9号踏切道 愛知県 30

踏切道改良計画事業 稲沢市 新清洲9号踏切道 稲沢市 206

踏切道改良計画事業 東海市 南加木屋1イ号踏切道 東海市 1

踏切道改良計画事業 清須市 新清洲1号踏切道 愛知県 215

踏切道改良計画事業 清須市 新清洲1号踏切道 清須市 500



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:愛知県 (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 愛知県 愛知県無電柱化推進計画事業 337

(国)155号(高横須賀町)〔東海市〕、(国)155号(高蔵寺)
〔春日井市〕、(国)155号(上松山町)〔瀬戸市〕、(国)155
号(中手町)〔刈谷市〕、(国)155号(東松山町)〔瀬戸
市〕、(国)23号(花田町)〔豊橋市〕、(国)23号(新栄町)
〔豊橋市〕、(国)247号(星崎町)〔半田市〕、(国)247号(名
和町)〔東海市〕、(国)248号(葵町)〔岡崎市〕、(国)248号
(豊栄町)〔豊田市〕、(国)248号(末広町)〔岡崎市〕、
(国)419号(神明町)〔高浜市〕、(国)155号(音羽1丁目～
大和町苅安賀)〔一宮市〕、(主)岡崎碧南線(本郷町)
〔碧南市〕、(主)名古屋津島線(三本木)〔大治町〕、(主)
名古屋津島線(三本木2)〔大治町〕、(主)国府馬場線
(諏訪)〔豊川市〕、(一)岡崎幸田線(明大寺町)〔岡崎
市〕、(一)岡崎幸田線(明大寺本町)〔岡崎市〕、(一)碧
南半田常滑線(十一号地)〔半田市〕、(一)碧南半田常
滑線(瑞穂町)〔半田市〕、(一)豊橋港線(東脇)〔豊橋
市〕、(一)豊橋港線(東脇牟呂町)〔豊橋市〕、(一)花蔵
寺花ﾉ木線(丁田町)〔西尾市〕

無電柱化推進計画事業 名古屋市 名古屋市無電柱化推進計画事業 1,560

(市)御園町線支線第1号(中区栄1丁目)、(都)葵町線、
(都)広小路線(太閤通工区)、(都)名古屋環状線(黄金
通工区)、(都)名古屋環状線(五月通工区)、(都)梅ﾉ木
線(千年工区)、(都)名古屋環状線(昭和橋通工区)、
(都)名古屋環状線(笠寺工区)、(都)名古屋環状線(北
部工区)、(都)東海橋線(川西通工区)



令和４年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:愛知県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名(箇所) 事業費 備考

無電柱化推進計画事業 岡崎市 岡崎市無電柱化推進計画事業 48 (市)大平田口1号線(大平町)

無電柱化推進計画事業 一宮市 一宮市無電柱化推進計画事業 35 (市)0138号線(松降1丁目～2丁目)

無電柱化推進計画事業 半田市 半田市無電柱化推進計画事業 8 (市)亀崎線(亀崎)

無電柱化推進計画事業 武豊町 武豊町無電柱化推進計画事業 7 (町)道崎第7号線(知多武豊駅東)

無電柱化推進計画事業 碧南市 碧南市無電柱化推進計画事業 10 (都)碧南駅前線



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:愛知県 (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） 愛知県 愛知県通学路緊急対策推進計画 907

秦梨小学校、豊富小学校、にじの丘小学校、神領小
学校、一宮南部小学校、蛭間小学校、小高原小学
校、寺部小学校、上鷹見小学校、石畳小学校、飯野
小学校、池野小学校、共長小学校、沓掛小学校、弥
生小学校、中部小学校、伊福小学校、甚目寺南小学
校、音貝小学校、大口南小学校、新蟹江小学校、武
豊小学校、東栄小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 豊橋市 愛知県豊橋市通学路緊急対策推進計画 3
岩西小学校、岩田小学校、新川小学校、多米小学
校、大村小学校、津田小学校、東田小学校、二川南
小学校、富士見小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 津島市 愛知県津島市通学路緊急対策推進計画 50 高台寺小学校、神守小学校、蛭間小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 碧南市 愛知県碧南市通学路緊急対策推進計画 3 新川小学校、西端小学校、日進小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 蒲郡市 愛知県蒲郡市通学路緊急対策推進計画 7
形原小学校、形原北小学校、西浦小学校、大塚小学
校、中央小学校、東部小学校、南部小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 犬山市 愛知県犬山市通学路緊急対策推進計画 29
羽黒小学校、楽田小学校、城東小学校、西小学校、
池野小学校、東小学校、南小学校、北小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 小牧市 愛知県小牧市通学路緊急対策推進計画 4 小牧原小学校、小牧小学校、村中小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 稲沢市 愛知県稲沢市通学路緊急対策推進計画 10 片原一色小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 東海市 愛知県東海市通学路緊急対策推進計画 1 緑陽小学校



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:愛知県 (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） 豊明市 愛知県豊明市通学路緊急対策推進計画 9 栄小学校、二村台小学校、豊明小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 日進市 愛知県日進市通学路緊急対策推進計画 1 竹の山小学校、南小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） みよし市 愛知県みよし市通学路緊急対策推進計画 99
黒笹小学校、三吉小学校、三好丘小学校、天王小学
校、南部小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） あま市 愛知県あま市通学路緊急対策推進計画 65
伊福小学校、篠田小学校、秋竹小学校、甚目寺小学
校、甚目寺東小学校、甚目寺南小学校、正則小学
校、美和小学校、美和東小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 大口町 愛知県大口町通学路緊急対策推進計画 1 大口西小学校、大口南小学校、大口北小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 東浦町 愛知県東浦町通学路緊急対策推進計画 2 緒川小学校、生路小学校、片葩小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 武豊町 愛知県武豊町通学路緊急対策推進計画 7 富貴小学校



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:愛知県

整備計画名 要素事業名 市町村名 事業主体

（主）岡崎作手清岳線　豊富小工区 岡崎市 愛知県

（主）岡崎設楽線　秦梨小工区 岡崎市 愛知県

（主）岡崎設楽線　秦梨町 岡崎市 愛知県

（主）瀬戸設楽線　太子町 瀬戸市 愛知県

（主）春日井長久手線　神領小工区 春日井市 愛知県

（一）豊津石巻萩平線　金沢町 豊川市 愛知県

（一）蜂須賀白浜線　寺野町２ 津島市 愛知県

（一）今川刈谷停車場線　桜町 刈谷市 愛知県

一般国道419号　藤岡飯野町 豊田市 愛知県

（一）細川豊田線　高橋町 豊田市 愛知県

（一）大平折平線　折平町 豊田市 愛知県

（一）中金百々線　小呂町 豊田市 愛知県

（主）多治見犬山線　池野町 犬山市 愛知県

（一）名和大府線　共西町 大府市 愛知県

（一）春木沓掛線　沓掛町 豊明市 愛知県

（一）一宮弥富線　海老江１丁目 弥富市 愛知県

（一）和合豊田線　三好町 みよし市 愛知県

（主）あま愛西線　坂牧 あま市 愛知県

（一）津島七宝名古屋線　伊福 あま市 愛知県

（主）諸輪名古屋線　音貝小１工区 東郷町 愛知県

（主）諸輪名古屋線　音貝小２工区 東郷町 愛知県

（主）諸輪名古屋線　音貝小３工区 東郷町 愛知県

（一）若宮江南線　秋田3丁目 大口町 愛知県

（主）蟹江飛島線　蟹江新田 蟹江町 愛知県

一般国道247号　前田 武豊町 愛知県

一般国道473号　下田 東栄町 愛知県

（市）佐藤町８号線 豊橋市 豊橋市

（市）仁連木町・東田町６号線 豊橋市 豊橋市

（市）清須町７０号線 豊橋市 豊橋市

（市）前田中町９号線 豊橋市 豊橋市

（市）多米中町４８号線 豊橋市 豊橋市

（市）大村町１１０号線 豊橋市 豊橋市

（市）東岩田１２号線 豊橋市 豊橋市

（市）二川町・大岩町３６号線 豊橋市 豊橋市

（市）富士見台８１号線 豊橋市 豊橋市

（市）神守29号線外1路線　越津町地内外工区 津島市 津島市

（市）神守30号線外1路線　百島町地内外工区 津島市 津島市

（市）白浜１号線　津島市白浜町地内工区 津島市 津島市

（市）蛭間大木2号線外1路線　高台寺町地内外工区 津島市 津島市

（市）古川久沓線　西山町１～４丁目 碧南市 碧南市

（市）沢渡橋湖西線　半崎町３・４丁目 碧南市 碧南市

（市）鷲林下洲線　三宅町４丁目５６番地先 碧南市 碧南市

（市）上大門大坪1号線 蒲郡市 蒲郡市

（市）西長根殿門1号線 蒲郡市 蒲郡市

（市）大知柄南鬮1号線 蒲郡市 蒲郡市

（市）東中畑田土山1号線 蒲郡市 蒲郡市

（市）御幸町14号線 蒲郡市 蒲郡市

（市）西島丸山1号線 蒲郡市 蒲郡市

（市）長田山下1号線　1工区 蒲郡市 蒲郡市

（市）長田山下1号線　2工区 蒲郡市 蒲郡市

（市）姥子2号線 蒲郡市 蒲郡市

（市）空ケ谷下地1号線 蒲郡市 蒲郡市

（市）出口荒木1号線 蒲郡市 蒲郡市

愛知県通学路緊急対策推進計画

愛知県豊橋市通学路緊急対策推進計画

愛知県津島市通学路緊急対策推進計画

愛知県碧南市通学路緊急対策推進計画

愛知県蒲郡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:愛知県

整備計画名 要素事業名 市町村名 事業主体

（市）神明町本町2号線　1工区 蒲郡市 蒲郡市

（市）神明町本町2号線　2工区 蒲郡市 蒲郡市

（市）南馬相南馬場1号線 蒲郡市 蒲郡市

（市）富岡荒井線　羽黒小学校工区 犬山市 犬山市

（市）一の宮線　羽黒小学校その１工区 犬山市 犬山市

（市）一の宮線　羽黒小学校その２工区 犬山市 犬山市

（市）小松寺線　楽田小学校工区 犬山市 犬山市

（市）前原線　池野小学校工区 犬山市 犬山市

（市）前原朝日線　東小学校工区 犬山市 犬山市

（市）善師野線　城東小学校工区 犬山市 犬山市

（市）羽黒東177号線　羽黒小学校工区 犬山市 犬山市

（市）羽黒東183号線　羽黒小学校工区 犬山市 犬山市

（市）楽田西20号線　楽田小学校工区 犬山市 犬山市

（市）楽田西21号線　楽田小学校工区 犬山市 犬山市

（市）楽田西64号線　楽田小学校工区 犬山市 犬山市

（市）橋爪2号線　南小学校工区 犬山市 犬山市

（市）犬山29号線　北小学校工区 犬山市 犬山市

（市）犬山337号線　西小学校工区 犬山市 犬山市

（市）犬山6号線　北小学校工区 犬山市 犬山市

（市）犬山81号線　北小学校工区 犬山市 犬山市

（市）木津5号線　西小学校工区 犬山市 犬山市

（市）外坪東田中南原線 小牧市 小牧市

（市）宮西2号線 小牧市 小牧市

（市）合瀬川左岸堤1号線 小牧市 小牧市

（市）小牧二丁目3号線 小牧市 小牧市

（市）町口3号線 小牧市 小牧市

（市）洞木4号線 小牧市 小牧市

（市）入鹿出新田宮前1号線 小牧市 小牧市

愛知県稲沢市通学路緊急対策推進計画 （市）00-153号線　00-153号線 稲沢市 稲沢市

愛知県東海市通学路緊急対策推進計画 （市）下大廻間２号線 東海市 東海市

（市）栄106号 豊明市 豊明市

（市）栄124号 豊明市 豊明市

（市）栄212号 豊明市 豊明市

（市）三崎52号 豊明市 豊明市

（市）登り舘線 豊明市 豊明市

（市）二村台41号 豊明市 豊明市

（市）二村台56号 豊明市 豊明市

（市）折戸藤塚線 日進市 日進市

（市）竹の山３３号線 日進市 日進市

（市）下明知打越線　第1工区 みよし市 みよし市

（市）下明知打越線　第2工区 みよし市 みよし市

（市）黒笹三本木線 みよし市 みよし市

（市）三好丘31号線 みよし市 みよし市

（市）市道明知新屋線 みよし市 みよし市

（市）陣取東山線 みよし市 みよし市

（市）山伏大日線　第5工区 みよし市 みよし市

（市）大上福田線 みよし市 みよし市

（市）明知打越線　第1工区 みよし市 みよし市

（市）明知打越線　第2工区 みよし市 みよし市

（市）北苅木折線、（市）木折２号線ほか　木折工区 あま市 あま市

（市）古道石作線　石作工区(1) あま市 あま市

（市）古道石作線　石作工区(2) あま市 あま市

（市）森山甚目寺線ほか　木田工区 あま市 あま市

愛知県蒲郡市通学路緊急対策推進計画

愛知県あま市通学路緊急対策推進計画

愛知県犬山市通学路緊急対策推進計画

愛知県小牧市通学路緊急対策推進計画

愛知県豊明市通学路緊急対策推進計画

愛知県日進市通学路緊急対策推進計画

愛知県みよし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:愛知県

整備計画名 要素事業名 市町村名 事業主体

（市）方領甚目寺線　石作工区 あま市 あま市

（市）蜂須賀花正線　木田工区 あま市 あま市

（市）伊福２６号線、（市）伊福３１号線ほか　伊福工区 あま市 あま市

（市）花長２０号線他３路線　花長工区 あま市 あま市

（市）坂牧２６号線　坂牧工区 あま市 あま市

（市）篠田２００号線　篠田工区 あま市 あま市

（市）篠田７６号線、（市）篠田４４号線ほか　篠田工区 あま市 あま市

（市）秋竹２号線　秋竹工区 あま市 あま市

（市）秋竹５６号線　秋竹工区 あま市 あま市

（市）上萱津５９号線　上萱津工区 あま市 あま市

（市）森３６号線、（市）森８０号線　森工区 あま市 あま市

（市）森７６号線　森工区 あま市 あま市

（市）甚目寺１３３号線　甚目寺工区 あま市 あま市

（市）西今宿４２号線　西今宿工区 あま市 あま市

（市）西今宿４号線、（市）西今宿３６号線　西今宿工区 あま市 あま市

（市）西今宿６１号線、（市）西今宿１１６号線、（市）西今宿１４１号線（東西）　西今宿工区 あま市 あま市

（市）西今宿６号線　西今宿工区 あま市 あま市

（市）川部５４号線ほか　伊福工区ほか あま市 あま市

（市）中萱津３２号線　中萱津工区 あま市 あま市

（市）東溝口２３号線　東溝口工区 あま市 あま市

（市）木田５７号線、（市）木田１１４号線　木田工区 あま市 あま市

（市）木田５号線ほか　木田工区ほか あま市 あま市

（市）木田下田線他４路線　篠田工区 あま市 あま市

（町）大口桃花台線 大口町 大口町

（町）下小口115号線 大口町 大口町

（町）余野71号線　 大口町 大口町

（町）緒川343号線　緒川地区 東浦町 東浦町

（町）上坪新々田線　生路字森腰地区始め 東浦町 東浦町

（町）上坪新々田線　生路字門田地区始め 東浦町 東浦町

（町）石浜104号線・石浜272号線　石浜地区 東浦町 東浦町

愛知県武豊町通学路緊急対策推進計画 （町）武冨線武冨線 武豊町 武豊町

愛知県大口町通学路緊急対策推進計画

愛知県東浦町通学路緊急対策推進計画

愛知県あま市通学路緊急対策推進計画



愛 知 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 愛知県
地区名 事業名 事業費 備考

野並住宅地区 地域居住機能再生推進事業 801,074
岡崎南地区 地域居住機能再生推進事業 263,800
戸田明正地区 地域居住機能再生推進事業 299,473
名城東地区 地域居住機能再生推進事業 514,168

1,878,515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 愛知県
地区名 事業名 事業費 備考

名古屋市 空き家対策総合支援事業 34,860
豊橋市 空き家対策総合支援事業 12,500
岡崎市 空き家対策総合支援事業 10,380
瀬戸市 空き家対策総合支援事業 7,800
半田市 空き家対策総合支援事業 2,092
大府市 空き家対策総合支援事業 700
田原市 空き家対策総合支援事業 14,200
大口町 空き家対策総合支援事業 2,600
扶桑町 空き家対策総合支援事業 7,400
南知多町 空き家対策総合支援事業 10,746

103,278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 愛知県
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 759,377
759,377合計



港 湾 局

(単位：百万円)

事業区分 区分別事業費

愛知県
愛知県
愛知県国 際 拠 点 港 湾 名 古 屋 名 古 屋 港 小 計 15,401
愛知県 管 理 組 合 直 轄 11,722
愛知県 補 助 2,319
愛知県 貸 付 1,360
愛知県
愛知県重 要 港 湾 三 河 愛 知 県 小 計 708
愛知県 直 轄 420
愛知県 補 助 288
愛知県
愛知県 衣 浦 愛 知 県 小 計 448
愛知県 直 轄 278
愛知県 補 助 170
愛知県
愛知県統 合 補 助 統 合 補 助 愛 知 県 小 計 213
愛知県 補 助 213
愛知県
愛知県

統合補助(名
古屋港管理組

名 古 屋 港 小 計 73
愛知県 管 理 組 合 補 助 73
愛知県
愛知県航 路 中 山 水 道 国 小 計 105
愛知県 直 轄 105
愛知県
愛知県海 洋 環 境 伊 勢 湾 国 小 計 198
愛知県 直 轄 198
愛知県

17,146

愛 知 県

令 和 ４ 年 度　 港 湾 整 備 事 業 予 算 

摘　　要

合　　　　計

港　　格　　等 港　　名 港湾管理者

令和4年度事業費



港 湾 局

(単位：百万円)

高 潮 対 策 名 古 屋 名 古 屋 港 小 計 12

管 理 組 合 補 助 12

老 朽 化 対 策 名 古 屋 名 古 屋 港 小 計 122

管 理 組 合 補 助 122

134

愛 知 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
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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

4 / 4 
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令和４年度鉄道局関係予算配分概要 

 

区    分 

 

 

 

線   名   等 

 

 

 

事業費 

（百万円） 

 

【整備新幹線】 

 

 

整備新幹線整備事

業 

 

 

 

合計 

 

 

北海道新幹線（新函館北斗～札幌） 

北陸新幹線（金沢～敦賀） 

九州新幹線（武雄温泉～長崎） 

 

計 

240,000 

 

 

135,000 

93,000 

12,000 

 

240,000 

   

【都市・ 

幹線鉄道】 

 

合計 

 

 

 69,336 

都市鉄道利便増進

事業 

神奈川東部方面線 

 

計 

29,958 

 

29,958 

都市鉄道整備事業 

        

        

     

     

     

     

 

 

東京都（大規模改良） 

横浜市（大規模改良、耐震補強） 

名古屋市（大規模改良、耐震補強） 

京都市（大規模改良、浸水対策） 

神戸市（大規模改良） 

福岡市（新線建設（七隈線延伸）） 

東京地下鉄㈱（新線建設（有楽町線、南北線延伸）、大規模改良） 

大阪市高速電気軌道㈱（大規模改良） 

関西高速鉄道㈱（新線建設（なにわ筋線）） 

 

計 

2,948 

203 

711 

262 

1,722 

4,469 

4,171 

1,282 

1,984 

 

17,752 

幹線鉄道等活性化

事業 

 

 

 

 

地域公共交通活性化・再生法法定協議会 

（西日本旅客鉄道㈱） 

高松琴平電気鉄道㈱ 

南阿蘇鉄道㈱ 

 

計 

120 

 

30 

360 

 

510 

鉄道駅総合改善事

業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域公共交通活性化・再生法法定協議会 

 (相模鉄道㈱(海老名駅)) 

東日本旅客鉄道㈱(紫波中央駅、大館駅、取手駅、我孫子駅、巌根 

駅、村井駅) 

東海旅客鉄道㈱(刈谷駅) 

西日本旅客鉄道㈱(香芝駅、東貝塚駅、安芸矢口駅、下祗園駅、厚狭駅)

小田急電鉄㈱(中央林間駅) 

京浜急行電鉄㈱(品川駅) 

名古屋鉄道㈱(印場駅) 

山陽電気鉄道㈱(夢前川駅) 

三陸鉄道㈱(宮古駅) 

あいの風とやま鉄道㈱(呉羽駅) 

 

計 

 

591 

 

1,343 

 

806 

2,086 

50 

246 

31 

12 

504 

379 

 

6,048 
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鉄道防災事業 

 

 

 

北海道旅客鉄道㈱（函館線） 

四国旅客鉄道㈱（予讃線、徳島線、予土線） 

九州旅客鉄道㈱（筑肥線、日豊線） 

(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構（青函トンネル） 

 

計 

58 

223 

50 

1,140 

 

1,471 

鉄道施設総合安全

対策事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【老朽化対策】 

北海道旅客鉄道㈱（千歳線、宗谷線、函館線） 

東京モノレール㈱（羽田空港線） 

富山地方鉄道㈱（本線、上滝線） 

四国旅客鉄道㈱（高徳線） 

 

【耐震対策】 

北海道旅客鉄道㈱（千歳線） 

京王電鉄㈱（相模原線） 

小田急電鉄㈱（小田原線） 

東急電鉄㈱（東横線） 

京浜急行電鉄㈱（本線） 

相模鉄道㈱（いずみ野線） 

近畿日本鉄道㈱（京都線、難波線） 

阪急電鉄㈱（宝塚線、神戸線） 

新関西国際空港㈱（空港連絡鉄道線） 

和歌山県（和歌山港線） 

四国旅客鉄道（予讃線） 

西日本鉄道㈱（天神大牟田線） 

 

【豪雨対策】 

仙台市（南北線） 

近畿日本鉄道㈱（名古屋線） 

阪急電鉄㈱（神戸線） 

南海電気鉄道㈱（高野線） 

四国旅客鉄道㈱（予讃線、土讃線） 

 

【浸水対策】 

埼玉高速鉄道㈱（埼玉高速鉄道線） 

 

【踏切保安設備整備】 

秋田内陸縦貫鉄道㈱（秋田内陸線） 

上毛電気鉄道㈱（上毛線） 

関東鉄道㈱（常総線） 

新京成電鉄㈱（新京成線） 

西武鉄道㈱（池袋線、新宿線、多摩湖線） 

東急電鉄㈱（東急多摩川線、池上線、東横線） 

京王電鉄㈱（京王線） 

名古屋鉄道㈱（名古屋本線） 

近畿日本鉄道㈱（大阪線、名古屋線） 

神戸電鉄㈱（粟生線、三田線） 

京阪電気鉄道㈱（石山坂本線、京津線） 

南海電気鉄道㈱（加太線） 

阪神電気鉄道㈱（本線） 

水間鉄道㈱（水間線） 

四国旅客鉄道㈱（予讃線、土讃線、高徳線、徳島線） 

 

 

 

 

747 

270 

201 

81 

195 

 

3,042 

15 

390 

255 

105 

126 

66 

656 

442 

120 

27 

300 

540 

 

501 

99 

180 

87 

84 

51 

 

6 

6 

 

539 

46 

20 

27 

18 

76 

175 

57 

37 

2 

10 

13 

10 

34 

10 

4 
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【地域鉄道安全対策】 

道南いさりび鉄道㈱ 

青森県 

弘南鉄道㈱ 

津軽鉄道㈱ 

八戸臨海鉄道㈱ 

IGRいわて銀河鉄道㈱ 

三陸鉄道㈱ 

仙台空港鉄道㈱ 

山形鉄道㈱ 

会津鉄道㈱ 

阿武隈急行㈱ 

福島交通㈱ 

関東鉄道㈱ 

ひたちなか海浜鉄道㈱ 

鹿島臨海鉄道㈱ 

わたらせ渓谷鉄道㈱ 

秩父鉄道㈱ 

小湊鐡道㈱ 

いすみ鉄道㈱ 

箱根登山鉄道㈱ 

江ノ島電鉄㈱ 

伊豆箱根鉄道㈱ 

神奈川臨海鉄道㈱ 

湘南モノレール㈱ 

えちごトキめき鉄道㈱ 

北越急行㈱ 

富山地方鉄道㈱ 

あいの風とやま鉄道㈱ 

福井鉄道㈱ 

富士急行㈱ 

上田電鉄㈱ 

長良川鉄道㈱ 

養老線管理機構 

明知鉄道㈱ 

樽見鉄道㈱ 

伊豆箱根鉄道㈱ 

伊豆急行㈱ 

遠州鉄道㈱ 

静岡鉄道㈱ 

豊橋鉄道㈱ 

衣浦臨海鉄道㈱ 

三岐鉄道㈱ 

京福電気鉄道㈱ 

阪堺電気軌道㈱ 

和歌山電鐵㈱ 

北条鉄道㈱ 

水間鉄道㈱ 

紀州鉄道㈱ 

智頭急行㈱ 

若桜町・八頭町 

井原鉄道㈱ 

水島臨海鉄道㈱ 

岡山電気軌道㈱ 

広島電鉄㈱ 

広島高速交通㈱ 

 

7,773 

7 

89 

30 

11 

14 

665 

396 

8 

26 

208 

17 

81 

268 

128 

13 

53 

316 

130 

30 

85 

92 

42 

20 

59 

269 

142 

340 

351 

183 

189 

120 

180 

137 

54 

43 

74 

15 

125 

50 

377 

16 

300 

351 

153 

124 

24 

50 

7 

52 

75 

91 

10 

38 

191 

38 



- 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

愛知県 （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 名古屋第４地方合同庁舎 名古屋市　中区 0 新営事業（ＰＦＩ）

※施設費は完成後計上

名古屋第１地方合同庁舎 名古屋市　中区 336 受変電設備改修、自家発電設備改修

名古屋税関西部出張所 海部郡　飛鳥村 152 外壁改修、建具改修、屋根改修

合　　計 488



愛 知 県

不動産・建設経済局



愛知県

事業費

4.504

31.120

愛知県 35.624計

社会資本整備円滑化地籍整備事業費補助 豊川市

社会資本整備円滑化地籍整備事業費補助 新城市

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

（愛知県）
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

良好な都市環境の形成に資する
県営都市公園づくり

愛知県 248,000 

世界ものづくり対流拠点の中部
圏における広域的産業・物流活
性化計画

愛知県 216,000 

モノづくりの産業基盤を支える
港湾の整備と良好な海域環境の
創出

愛知県 220,000 

快適な水環境を創造する流域下
水道の整備（重点計画）

愛知県 3,026,800 

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

愛知県 958,050 

愛知県における良好な河川環境
の保全・復元並びに創出の推進
（重点）

愛知県 30,000 

道路交通の安全と円滑化及び沿
道の環境改善による魅力ある市
街地の形成

愛知県 708,680 

愛知県における安全で快適な住
環境整備（愛知県地域住宅計
画）その２

一宮市,豊川市,津島市,碧南市,刈谷市,豊田
市,安城市,蒲郡市,犬山市,常滑市,江南市,
小牧市,稲沢市,知多市,知立市,豊明市,日進
市,愛西市,清須市,北名古屋市,弥富市,あま
市,豊山町,蟹江町,東浦町,美浜町,武豊町,
幸田町,設楽町,岡崎市,豊橋市,春日井市,愛
知県,みよし市,半田市,新城市,東海市,大府
市,尾張旭市,長久手市,阿久比町

1,319,695 

安全で快適な生活道路の整備

愛知県,瀬戸市,春日井市,小牧市,日進市,東
郷町,豊山町,犬山市,岩倉市,あま市,常滑
市,東浦町,岡崎市,西尾市,幸田町,刈谷市,
安城市,知立市,豊田市,豊橋市,蒲郡市,稲沢
市,知多市,設楽町,新城市,一宮市,大府市,
大口町,蟹江町,みよし市

865,709 

日進市重点「道の駅」整備と機
能向上の推進

愛知県,日進市 12,633 

愛知県における良好な河川環境
の保全・復元並びに創出の推進
（通常）

愛知県 18,000 



（愛知県）
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３期愛知県地域住宅整備計画
（愛知県地域住宅計画）

愛知県,豊橋市,岡崎市,半田市,豊川市,碧南
市,刈谷市,西尾市,常滑市,一宮市,瀬戸市,
春日井市,津島市,安城市,蒲郡市,小牧市,稲
沢市,新城市,東海市,大府市,知多市,知立
市,尾張旭市,高浜市,田原市,みよし市,大口
町,武豊町,東栄町,豊田市

2,442,396 

第３期愛知県地域住宅整備計画
（愛知県地域住宅計画）（重点
計画）

愛知県,岡崎市,知立市 1,805,714 

成長力強化のための基幹的物流
ネットワークの整備

愛知県 909,535 

愛知長野における航空宇宙産業
を軸とした広域的産業・物流活
性化計画（重点③）

愛知県 173,250 

円滑な移動を確保し、モノづく
りの産業基盤を支える幹線道路
ネットワークの整備

愛知県 1,666,251 

東山公園の魅力向上 名古屋市 189,500 

名古屋市下水道整備計画 名古屋市 1,072,879 

名城公園の魅力向上 名古屋市 5,150 

名古屋市における安全で快適な
魅力ある住まい・まちづくり
（名古屋市　地域住宅計画）

名古屋市 1,240,896 

『世界に冠たるNAGOYA』を実現
する都心部のまちづくり（重
点）

名古屋市 2,446,800 

『世界に冠たるNAGOYA』を実現
する都心部のまちづくり

名古屋市 3,500 

安全・安心で魅力的な総合運動
公園を目指す瑞穂公園整備計画

名古屋市 135,000 

市街地の整備・再生による居住
環境の向上と防災性の確保

名古屋市 198,651 



（愛知県）
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

名古屋市における魅力ある都市
公園づくり

名古屋市 524,701 

名古屋都市圏の活力を高め広域
交流を支える道路ネットワーク
の整備

名古屋市 104,710 

名古屋市のBRT整備計画 名古屋市 12,500 

「にぎわい創出」のための豊橋
まちなか拠点再生

豊橋市 367,700 

総合的な下水道整備の推進（重
点計画）

豊橋市 450,150 

おかざき下水道普及計画 岡崎市 80,900 

公共施設の整備による良好な住
環境の向上

岡崎市 44,695 

岡崎市における歴史的風致の維
持向上とまちづくりの推進

岡崎市 35,191 

都市機能を集約したコンパクト
なまちづくり

一宮市 1,000 

一宮市における下水道普及の推
進（重点計画）

一宮市 203,500 

生物多様性を支える水・緑・人
のネットワークの形成・持続的
保全・質の向上③

一宮市 20,000 

瀬戸市における住み続けたい・
住みたくなる快適な住宅団地の
整備

瀬戸市 1,885 

下水道がある快適まちの実現
（重点計画）

瀬戸市 291,475 

賑わいにあふれる安心・安全で
快適に暮らせる中心市街地の形
成

半田市 210,995 



（愛知県）
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

賑わい・活力・潤いにあふれ
る、豊かで住みよいまちの形成

半田市,愛知県 235,787 

駅周辺の拠点地域における安全
で快適なまちづくり

春日井市 134,682 

総合的な公共下水道の推進（重
点計画）

春日井市 79,330 

名鉄春日井駅を拠点とした安全
で快適なまちづくり

春日井市 52,500 

光・緑・人　輝くとよかわ（都
市基盤の充実とにぎわい創出に
よる持続可能なまちづくり）

豊川市 657,761 

生活環境の改善と公共用水域の
水質保全（重点計画）

津島市 40,000 

碧南駅周辺地区都市再生整備計
画

碧南市 64,400 

碧南市における公共下水道の普
及促進（重点計画）

碧南市 542,000 

刈谷駅周辺地区都市再生整備計
画

刈谷市 3,200 

潤いと安心のまち　刈谷の下水
道

刈谷市 14,760 

市民が満足する安全・安心で歴
史と緑にみちたまちづくり

刈谷市 84,000 

良好な水環境の再生・保全と安
全・安心なサービスの提供（重
点計画）

豊田市 770,000 

都市と緑が調和する一体的な市
街地の形成②

豊田市 223,036 

鉄道駅などを中心としたコンパ
クトな都市づくり②

豊田市 638,070 



（愛知県）
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

豊かな水とともに生きる未来へ
向けた下水道整備（重点計画）

安城市 313,900 

三河安城マチナカ協創地区都市
再生整備計画

安城市 19,600 

安心・快適な、賑わいのあるコ
ンパクトシティ型地域拠点の形
成促進

安城市 111,630 

安心・快適な、賑わいのあるコ
ンパクトシティ型地域拠点を支
えるネットワークの形成促進

安城市 90,942 

豊かな水とともに生きる未来へ
向けた下水道整備

安城市 8,199 

西尾市における下水道の普及促
進（重点計画）

西尾市 350,000 

にぎわい創出と歴史文化を活か
したまちづくり

西尾市 10,000 

安心・快適に暮らせるまちづく
り

西尾市 45,849 

次世代へつなぐ快適安心まちづ
くり

蒲郡市 22,345 

蒲郡市における下水道普及の促
進（重点計画）

蒲郡市 577,855 

犬山市における下水道普及の推
進（重点計画）

犬山市 166,200 

犬山駅周辺地区都市再生整備計
画

犬山市 24,400 

常滑市における下水道普及の推
進（重点計画）

常滑市 109,760 

常滑駅周辺市街地のにぎわいの
再生

常滑市 4,000 



（愛知県）
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

常滑市におけるスポーツ拠点施
設となる都市公園づくり

常滑市 50,000 

江南市における下水道事業によ
る汚水処理計画（重点計画）

江南市 159,800 

下水道整備と浸水対策の官民一
体となった総合的な整備（第３
期）

江南市 4,400 

小牧市における良好な水環境の
形成（重点計画）

小牧市 145,000 

地域活力向上に向けた都市基盤
の整備

小牧市 13,000 

稲沢西地区の市街地整備による
人が集まる住みよいまちづくり

稲沢市 39,140 

稲沢市における汚水処理普及促
進の実現（重点計画）

稲沢市 415,500 

新城市における下水道未普及解
消の推進（重点計画）

新城市 125,000 

ストックマネジメント計画に基
づく管渠点検

新城市 2,000 

東海市における公共下水道整備
の実現（重点計画）

東海市 211,500 

安心・安全で賑わいのある快適
都市の充実

東海市 915,568 

にぎわいとくつろぎの都市拠点
整備事業

知多市 62,000 

知多市における循環のみちの実
現

知多市 10,000 

安心・快適な暮らしを支える生
活基盤の実現（重点計画）

知立市 230,000 



（愛知県）
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

新たな未来を築く「100年に一度
のまちづくり」

知立市 7,927 

快適な生活を支えるまちづくり
の推進

尾張旭市 15,000 

未普及地域の早期解消による衛
生的で快適なまちづくりの推進
（重点計画）

尾張旭市 220,000 

すくすくのびのび暮らしやすい
まちづくり

尾張旭市 100,550 

下水道未普及地域の普及促進Ⅱ
（重点計画）

高浜市 137,000 

岩倉市における下水道事業によ
る汚水処理計画（重点計画）

岩倉市 176,000 

香久山周辺のコンパクト＋ネッ
トワークを目指したまちづくり

日進市 36,644 

日進駅周辺のみどり豊かなまち
づくり

日進市 8,000 

快適な住環境の整備を目指す日
進市公共下水道事業（重点計
画）

日進市 100,360 

田原市における公共下水道事業
計画の推進

田原市 69,766 

愛西市における循環のみちの実
現（重点計画）

愛西市 440,000 

既存資源を活用した都市公園づ
くり

愛西市 48,500 

清洲駅を中心とした安心・快
適・魅力ある都市環境の形成

清須市 55,000 

新清洲駅周辺におけるにぎわい
交流拠点づくり

清須市 167,000 



（愛知県）
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

快適で安心な下水道汚水整備計
画(重点計画)

清須市 327,800 

北名古屋市における水質保全を
目的とした環境改善の実現（重
点計画）

北名古屋市 400,000 

弥富市における下水道整備の推
進（重点計画）

弥富市 265,000 

弥富駅周辺地区整備計画 弥富市 32,325 

人の賑わい・交流と安全・安心
な地域づくり

みよし市 2,800 

みよし市全域の下水道化の推進
（第三期）

みよし市 5,000 

交流の拠点となる都市公園の整
備

みよし市 17,000 

木田駅周辺地区における安心と
にぎわいのまちづくり

あま市 101,500 

一生涯、住み続けたいまち「あ
ま」の実現（重点計画）

あま市 277,200 

長久手住環境快適化計画 長久手市 5,000 

豊山町における下水道未普及解
消の推進

豊山町 104,000 

大口町における下水道未普及解
消の推進

大口町 46,400 

扶桑町における水環境改善の推
進（重点計画）

扶桑町 110,000 

大治町アクションプランによる
下水道の推進（未普及対策）

大治町 57,500 



（愛知県）
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

大治町アクションプランによる
下水道の推進（重点計画）

大治町 49,500 

安全で快適な公園づくり 大治町 5,130 

大治町における社会資本整備 大治町 4,500 

蟹江町における下水道普及の促
進（重点計画）

蟹江町 258,500 

絆をつむぐ都市公園づくり 美浜町 17,500 

まちの玄関口としての駅周辺の
利便性向上と安全に安心して暮
らせるまちづくり

武豊町 7,500 

武豊町中心市街地地区都市再生
整備計画

武豊町 2,800 

幸田町における循環のみちの実
現

幸田町 29,640 

幸田町における広域的水環境向
上

幸田町 49,500 

設楽町の快適な水環境を創造す
る下水道の整備（重点計画）

設楽町 25,000 

33,822,447 

※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

（愛知県）
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

道路の老朽化対策及び法面対策
の適確な推進による道路ネット
ワークの安全性・信頼性の確保
（防災・安全）

愛知県 258,207 

安心と安全に資する公園施設長
寿命化計画の推進（防災・安
全）

愛知県 405,000 

ものづくり愛知県の港湾におけ
る安全・安心な生活基盤の確保
（防災・安全）

愛知県 211,250 

快適な水環境を創造する流域下
水道の整備（防災・安全）

愛知県 1,345,140 

防災と安全に資する県営都市公
園づくり（防災・安全）

愛知県 629,000 

大規模災害時における愛知県の
基幹的広域防災拠点整備（防
災・安全）

愛知県 1,128,066 

安心・安全なまちづくりを支え
る流域下水道の整備（防災・安
全）（重点計画）

愛知県 756,500 

安全で快適な生活道路の整備
（防災・安全）

瀬戸市,春日井市,小牧市,尾張旭市,豊明市,
日進市,清須市,北名古屋市,長久手市,一宮
市,江南市,稲沢市,大口町,愛西市,あま市,
大治町,半田市,常滑市,大府市,知多市,阿久
比町,東浦町,南知多町,美浜町,武豊町,岡崎
市,西尾市,幸田町,碧南市,刈谷市,安城市,
知立市,高浜市,豊田市,みよし市,新城市,豊
根村,豊橋市,蒲郡市,田原市,東郷町,弥富
市,東海市,豊山町,犬山市,津島市

809,266 



（愛知県）
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

住宅・建築物の安全性の向上と
居住環境の改善（防災・安全）

愛知県,豊橋市,岡崎市,一宮市,瀬戸市,半田
市,春日井市,豊川市,津島市,碧南市,刈谷
市,豊田市,安城市,西尾市,蒲郡市,犬山市,
常滑市,江南市,小牧市,稲沢市,新城市,東海
市,大府市,知多市,知立市,尾張旭市,高浜
市,岩倉市,豊明市,日進市,田原市,愛西市,
清須市,北名古屋市,弥富市,みよし市,あま
市,長久手市,東郷町,豊山町,大口町,扶桑
町,大治町,蟹江町,飛島村,阿久比町,東浦
町,南知多町,美浜町,武豊町,幸田町,設楽
町,東栄町,豊根村,愛知県競馬組合

604,846 

愛知県地域強靱化計画に基づく
道路の防災・減災対策の推進
（防災・安全）

愛知県 1,476,200 

通学路等の生活空間における安
全・安心の確保（防災・安全）

愛知県,瀬戸市,春日井市,豊明市,北名古屋
市,一宮市,犬山市,江南市,稲沢市,扶桑町,
津島市,愛西市,弥富市,あま市,半田市,東海
市,大府市,知多市,東浦町,南知多町,美浜
町,西尾市,豊田市,みよし市,新城市,豊橋
市,田原市,幸田町,東郷町,岡崎市,日進市,
碧南市,蒲郡市

3,206,209 

ものづくり愛知県における安
全・安心な生活基盤の確保（防
災・安全）

愛知県,一宮市,稲沢市,岡崎市,春日井市,日
進市,豊明市,尾張旭市,阿久比町,半田市,知
立市,豊田市,豊橋市,豊川市,津島市,東海
市,弥富市,みよし市,東浦町,小牧市,岩倉
市,北名古屋市,犬山市,蒲郡市,愛西市,刈谷
市

37,000 

ものづくり愛知県における安
全・安心な生活基盤の確保（防
災・安全）緊急対策

愛知県,小牧市,一宮市,扶桑町,豊田市,刈谷
市,名古屋市,豊川市,常滑市,高浜市,田原
市,清須市,大治町

682,000 

「幹線道路における安全・安心
な道路交通環境」の整備～幹線
道路における交通安全事業（防
災・安全）

愛知県 422,720 

ものづくり愛知県の港湾におけ
る安全・安心な生活基盤の確保
（重点）（防災・安全）

愛知県 220,000 

モノづくりの産業基盤を支える
港湾の整備（防災・安全）

愛知県 376,000 

モノづくりの産業基盤を支える
港湾の整備（重点）（防災・安
全）

愛知県 23,000 

総合的な土砂災害対策の推進
（防災・安全）（重点）

愛知県 360,900 

総合的な土砂災害対策の推進
（防災・安全）

愛知県,豊橋市,岡崎市 876,963 



（愛知県）
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

第３期愛知県地域住宅整備計画
（愛知県地域住宅計画）（防
災・安全）（重点計画）

春日井市,安城市,東海市,愛知県,豊川市,刈
谷市

1,661,951 

第３期愛知県地域住宅整備計画
（愛知県地域住宅計画）（防
災・安全）

愛知県,刈谷市,岡崎市,春日井市,豊川市,津
島市

760,743 

名古屋市北部・豊山町南部にお
ける浸水対策の推進（防災・安
全）

名古屋市,豊山町 40,000 

名古屋市における地域強靱化計
画（防災・安全）（重点計画）

名古屋市 2,315,600 

名古屋市下水道整備計画（防
災・安全）

名古屋市 1,922,344 

名古屋市における防災・安全の
実現のための住まい・まちづく
り（名古屋市　地域住宅計画
防災・安全）（重点計画）

名古屋市 2,013,351 

名古屋市における安全で安心な
都市公園づくり（防災・安全）

名古屋市 1,393,248 

名古屋市における河川改修事業
による局所的豪雨浸水対策及び
河川管理施設長寿命化の推進
（防災・安全）緊急対策

名古屋市 170,000 

名古屋市における河川改修事業
等による浸水対策の推進（防
災・安全）

名古屋市 150,000 

名古屋市における安全を確保す
る総合的な道路の整備（防災・
安全）

名古屋市 125,920 

名古屋市における震災に強い市
街地形成に向けた道路の整備
（防災・安全）

名古屋市 717,756 

名古屋市における総合的な道路
の老朽化対策（防災・安全）

名古屋市 110,750 

安全・安心で快適な暮らしを支
える下水道整備の推進（防災・
安全）

豊橋市 1,023,718 

安全・安心で快適な暮らしを支
える下水道整備の推進（防災・
安全）（重点計画）

豊橋市 34,600 



（愛知県）
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

豊橋市の安全・安心かつ快適に
暮らすことができる、未来へつ
なぐまちづくり（防災・安全）

豊橋市 68,380 

安全で安心な豊橋の都市公園整
備（防災・安全）【第2期】

豊橋市 100,885 

豊橋市における総合的な地震対
策の推進（防災・安全）

豊橋市 13,300 

おかざき下水道強靭化計画（防
災・安全）（重点計画）

岡崎市 90,715 

おかざき下水道施設改築計画
（防災・安全）

岡崎市 86,421 

一宮市における災害に備える下
水道整備（防災・安全）（重点
計画）

一宮市 345,000 

一宮市における持続可能な下水
道の整備（防災・安全）

一宮市 11,900 

暮らしの安全安心に繋がる公
園・まちづくり③（防災・安
全）

一宮市 22,000 

安全で魅力のある都市公園の整
備（防災・安全）

瀬戸市 20,000 

瀬戸市における公共下水道の防
災・安全対策の推進（防災・安
全）

瀬戸市 46,150 

半田市における下水道施設の防
災・安全対策の推進（防災・安
全）

半田市 29,330 

安全で安心な公園づくり（防
災・安全）

半田市 12,500 

半田市における下水道施設の防
災・安全対策の推進（防災・安
全）（重点計画）

半田市 355,278 

幹線道路の劣化した舗装の修繕
と安全な歩行空間の確保をはか
る道路整備（防災・安全）

春日井市 21,500 



（愛知県）
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

既存ストックを活かした持続可
能な都市公園づくり（防災・安
全）【第２期】

春日井市 15,000 

公共下水道の防災・安全対策の
推進（防災・安全）

春日井市 196,465 

公共下水道の防災・安全対策の
推進（防災・安全）（重点計
画）

春日井市 707,650 

光・緑・人　輝くとよかわ（防
災・減災対策による強靭なまち
づくり）（防災・安全）

豊川市 317,151 

津島市における下水道施設の防
災安全対策の推進(防災・安全)

津島市 60,000 

安全・安心に暮らしていける災
害に強いまちづくり（第二期）

津島市 35,000 

碧南市における浸水・地震対策
の推進（防災・安全）（重点計
画）

碧南市 90,600 

安全安心で魅力ある公園づくり
（防災・安全）

碧南市 22,800 

市民が満足する安全・安心で緑
にみちたまちづくり（防災・安
全）

刈谷市 15,000 

安全・安心のまち　刈谷の下水
道（防災・安全）

刈谷市 65,660 

計画的な施設の改築更新による
安全・安心なサービスの提供
（防災・安全）（重点計画）

豊田市 11,000 

計画的な施設の改築更新による
安全・安心なサービスの提供
（防災・安全）

豊田市 44,145 

中央公園豊田スタジアム長寿命
化対策支援事業（防災・安全）

豊田市 459,054 

安全で災害に強いまちづくり③ 豊田市 8,300 



（愛知県）
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

豊田市公園施設長寿命化対策支
援事業（防災・安全）

豊田市 50,677 

安全・安心に多世代が交流でき
るまちづくり（防災・安全）

安城市 15,000 

災害に強い安全で安心な生活基
盤の確保（重点計画）

安城市 2,800 

災害に強い安全で安心な生活基
盤の確保

安城市 55,840 

西尾市における下水道の安全対
策の推進計画（防災・安全）

西尾市 70,590 

安心・安全なまちづくり 西尾市 108,600 

蒲郡市における水の防災・安全
基盤整備計画（防災・安全）

蒲郡市 70,770 

犬山市における下水道環境整備
の推進（防災・安全）

犬山市 19,810 

五ヶ村地区における浸水対策の
推進（防災・安全）（重点計
画）

犬山市 270,000 

常滑市における下水道施設の更
新化（防災・安全）（重点計
画）

常滑市 25,000 

常滑市における下水道施設の更
新化（防災・安全）

常滑市 2,000 

安全・安心で快適な生活環境の
推進（防災・安全）

小牧市 15,000 

小牧市における良好な水環境の
形成と浸水対策による被害の軽
減（防災・安全）（重点計画）

小牧市 51,200 

小牧市における良好な水環境の
形成と浸水対策による被害の軽
減（防災・安全）

小牧市 10,000 



（愛知県）
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

稲沢市における公共下水道の防
災・安全対策の推進（防災・安
全）

稲沢市 21,840 

稲沢市における公共下水道の防
災・安全対策の推進（防災・安
全）（重点計画）

稲沢市 21,000 

東海市における防災・安全推進
計画（防災・安全）（重点計
画）

東海市 146,000 

東海市における緑あふれる快適
都市づくり（防災・安全）

東海市 81,710 

東海市における防災・安全推進
計画（防災・安全）

東海市 206,570 

賑わいあふれる安心・安全で快
適な魅力ある都市環境の形成
（防災・安全）

大府市 116,666 

大府地区における人間（ひと）
も都市（まち）も健康で緑あふ
れるまちづくりの推進（防災・
安全）

大府市 15,000 

大府市における災害に強い安
全・安心なまちづくり（防災・
安全）（重点計画）

大府市 48,000 

大府市における下水道整備によ
る安全・安心なまちづくり（防
災・安全）

大府市 21,000 

知多市における下水道施設の安
全・安心対策（防災・安全）

知多市 494,250 

知多市における浸水対策の推進
（防災・安全）（重点計画）

知多市 11,500 

安全で安心な都市公園の整備
（防災・安全）

知多市 7,750 

新たな未来を築く「100年に一度
のまちづくり」（防災・安全）

知立市 89,100 

知立市における災害に強い安全
で安心な生活基盤の確保

知立市 23,400 



（愛知県）
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

災害に強いまちづくりの推進
（防災・安全）（重点計画）

尾張旭市 11,000 

計画的な下水道施設の改築更新
による防災・安全対策の推進

尾張旭市 103,560 

高浜市における浸水対策の推進
（重点計画）

高浜市 44,500 

住んでい～わといわれる安全で
魅力ある公園づくり（防災・安
全）

岩倉市 6,000 

岩倉市における下水道の安全安
心基盤整備（防災・安全）（重
点計画）

岩倉市 193,870 

住んでい～わといわれる快適な
道路の整備（防災・安全）

岩倉市 10,869 

安心都市　豊明市の下水道 豊明市 5,000 

安心・安全な日進市公共下水道
事業（防災・安全）

日進市 35,443 

安心・安全な公共下水道事業計
画の推進（防災・安全）

田原市 27,400 

安心・安全な公共下水道事業計
画の推進(防災・安全)(重点計
画)

田原市 13,350 

安全・安心・快適な都市公園の
整備（防災・安全）

清須市 15,000 

安全で安心な下水道雨水整備計
画(防災・安全)

清須市 21,000 

安全で安心な下水道雨水整備計
画(防災・安全)(重点計画)

清須市 95,600 

水害に強い都市を作るための浸
水対策の推進（防災・安全）
（重点計画）

北名古屋市 14,000 



（愛知県）
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

みよし市における安全・安心な
サービスの提供(防災・安全)

みよし市 2,000 

安全が確保され、安心で快適に
暮らせるまちづくり（防災・安
全）（重点計画）

あま市 56,000 

長久手公共下水道最適化計画
（防災・安全）

長久手市 1,500 

安全・安心な東郷町公共下水道
の推進

東郷町 20,000 

大口町における下水道安全対策
の推進（防災・安全）

大口町 4,000 

安全・安心まちづくり推進計画 大口町 31,700 

蟹江町における下水道施設の防
災・安全対策の促進（重点計
画）

蟹江町 3,000 

蟹江町ストックマネジメント計
画

蟹江町 3,500 

蟹江町の安心・安全・快適な都
市公園づくり（防災・安全）

蟹江町 11,000 

阿久比町における下水道施設の
改築更新計画（防災・安全）

阿久比町 10,400 

東浦町における浸水対策の推進
（防災・安全）

東浦町 35,375 

東浦町における浸水対策の推進
（防災・安全）(重点計画）

東浦町 11,000 

防災機能を有する公園整備と安
全安心な公園づくり（防災・安
全）

東浦町 10,000 

絆をつむぐ安心・安全な都市公
園づくり（防災・安全）

美浜町 600,000 



（愛知県）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

災害時に備えた防災機能を有す
る公園整備の充実②（防災・安
全）

武豊町 48,800 

下水道施設の更新等による安
全・安心なまちづくり（防災・
安全）（重点計画）

武豊町 15,000 

東栄町における安心・安全な生
活基盤確保の整備計画（防災・
安全）

東栄町 36,300 

名古屋港の物流機能の維持・強
化、快適な港湾空間の形成（防
災・安全）（重点計画）

名古屋港管理組合 165,000 

名古屋港における緊急防災対策
の推進（防災・安全）

名古屋港管理組合 188,000 

名古屋港における総合的な高潮
対策の推進（防災・安全）

名古屋港管理組合 11,200 

名古屋港の物流機能の維持・強
化、快適な港湾空間の形成（防
災・安全）

名古屋港管理組合 150,000 

33,620,872 

※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


