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フジ カンバラ シズオカ

（10） 富士海岸蒲原工区（静岡県静岡市）

令和４年度 第２回 防災・減災対策等強化事業推進費 執行地区箇所図

事業種別 件数

河川（直轄） 8

河川（補助） 1

海岸（直轄） 1

道路（直轄） 3

道路（補助） 7

林野（補助） 1

陸上交通（補助） 1

海上交通（直轄） 2

合計 24

川

川

道

道

別添３－１

林

交

※地図上の引き出し線は詳細な施行地
を指し示すものではありません
※括弧書きの番号は、別添２「執行地区
一覧表」の番号です

【災害対策事業】【公共交通安全対策事業】

ナルセ ヨシダ クロカワ オオサト

（２） 鳴瀬川水系吉田川（宮城県黒川郡大郷町）

オオイ シマダ

（４） 大井川水系大井川（静岡県島田市）

アベ シズオカ

（１） 安倍川水系安倍川（静岡県静岡市）

川

センダイ クマノジョウ サツマセンダイ

(８) 川内川水系隈之城川（鹿児島県薩摩川内市）

ナトリ マスダ ナトリ

（９） 名取川水系増田川（宮城県名取市）

川

センダイ ハットウ トットリ

（７） 千代川水系八東川（鳥取県鳥取市）

道

シャリ シャリ

（11） 一般国道334号（北海道斜里郡斜里町）

林

道

ハナゾノフジノ ナナオ

（15） 一般県道花園藤野線（石川県七尾市）

ミヨシ

（13） 一般国道54号（広島県三次市）

交

対策種別

洪水・浸水等対策

暴風・波浪対策

崖崩れ・法面崩壊等対策

耐震対策

落雷対策

盛土緊急対策

交通安全対策

災害
対策
事業

公共交通安全
対策事業

交

海

川

川

川

川

海

道

道

道

キソ ハシマ カサマツ

（３） 木曽川水系木曽川上流（岐阜県羽島郡笠松町）

道
道道

交
道

交

道

オオイ シマダ

（５） 大井川水系大井川（静岡県島田市）

カノ ダイバ タガタ カンナミ

（６） 狩野川水系大場川（静岡県田方郡函南町）

ミナミムロ キホウ

（12） 一般国道42号（三重県南牟婁郡紀宝町）

カワネスマタキョウ ハイバラ カワネホン

（16） 主要地方道川根寸又峡線（静岡県榛原郡川根本町）

コウボウショウミョウタテヤマテイシャジョウ ナカニイカワ タテヤマ

（14） 一般県道弘法称名立山停車場線（富山県中新川郡立山町）

ヒロガワラミヤマ ナンタン

（18） 主要地方道京都広河原美山線（京都府南丹市）

ヒバヤマコウエン ショウバラ

（19） 一般県道比婆山公園線（広島県庄原市）

マツカワウラ ソウマ

（20） 松川浦漁港（福島県相馬市）

ダテ コオリマチ

（21） 町道107号（福島県伊達郡桑折町）

ツシマサオサキ ツシマ

（22） 対馬棹埼（長崎県対馬市）

シンシロイナサ ハママツ

（17） 一般県道新城引佐線（静岡県浜松市）

キタナカヤマ センダイ

（23） 北中山地区（宮城県仙台市）

カスガイ カガミハラ

（24） 主要地方道春日井各務原線ほか17箇所
カガミハラ

（岐阜県各務原市ほか）

川
川川
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トオカマチ シナノガワキョウリョウ トオカマチ

（31） ほくほく線 十日町・まつだい間 信濃川橋梁（新潟県十日町市）

令和４年度 第２回 防災・減災対策等強化事業推進費 執行地区箇所図

事業種別 件数

河川（直轄） 5

河川（補助） 1

砂防（直轄） 1

道路（直轄） 2

鉄道（補助） 26

合計 35

川

川

道

別添３－２

※地図上の引き出し線は詳細な施行地
を指し示すものではありません
※括弧書きの番号は、別添２「執行地区
一覧表」の番号です

【事前防災対策事業】

ニッコウ フジオカ シズワカン トチギ

（36） 日光線 藤岡・静和間（栃木県栃木市）
オオエド イイダバシ ブンキョウ

（32） 大江戸線 飯田橋駅ほか2箇所（東京都文京区ほか）

センダイ サツマセンダイ

(29) 川内川水系川内川（鹿児島県薩摩川内市）

フクブ ニシサバエ ニシヤマコウエン サバエ

（40） 福武線 西鯖江・西山公園間（福井県鯖江市）

鉄

道

チトセ

（34） 一般国道453号（北海道千歳市）

グジョウ

（35） 一般国道156号（岐阜県郡上市）

シナノ ナカウオヌマ ツナン

（30） 信濃川水系信濃川（新潟県中魚沼郡津南町）

キ キ カワ

（26） 紀の川水系紀の川（和歌山県紀の川市）

ニシキュウシュウ アイノウラ ダイガク サセボ

（45） 西九州線 相浦・大学間（長崎県佐世保市）

ヨシノ ミマ

（28） 吉野川水系吉野川（徳島県美馬市）

シガラキ キブカワ シガラキグウシ コウカ

（43） 信楽線 貴生川・紫香楽宮跡間（滋賀県甲賀市）

オオタ ミササ ヒロシマ

（27） 太田川水系三篠川（広島県広島市）

鉄

ヒガシヤマ ホンゴウ フジガオカシュウタン ナゴヤ

（58） 東山線 本郷駅・藤が丘終端間（愛知県名古屋市）

対策種別

洪水・浸水等対策

崖崩れ・法面崩壊等対策

耐震対策

ホームドア整備

事前
防災
対策
事業

砂

川川

川

川

鉄川

砂

道 鉄

鉄

鉄

鉄

鉄

鉄
鉄
鉄

鉄鉄

鉄鉄鉄鉄鉄

鉄

クシダ マツザカ

（25） 櫛田川水系櫛田川（三重県松阪市）

川
オオヨド タカサキ ニシモロカタ タカハル

（33） 大淀川水系高崎川（宮崎県西諸県郡高原町）

オオサカ セキヤ フタガミ カシバ

（37） 大阪線 関屋・二上間ほか７箇所（奈良県香芝市ほか）
ドサン トガノ アソウ スサキ

（38） 土讃線 斗賀野・吾桑間（高知県須崎市）

デンエントシ サギヌマ カワサキ

（39） 田園都市線 鷺沼・たまプラーザ間ほか1箇所（神奈川県川崎市）

テンリュウハマナコ ミヤコダ ハママツ

（41） 天竜浜名湖線 ﾌﾙｰﾂﾊﾟｰｸ・都田間（静岡県浜松市）

イセ カワラダ スズカ スズカ

（42） 伊勢線 河原田・鈴鹿間（三重県鈴鹿市）

キシガワ サンドウ オイケユウエン マルヤマキョウリョウ ワカヤマ

（44） 貴志川線 山東・大池遊園間 丸山橋梁ほか1箇所（和歌山県和歌山市）

ヒサツ サツマオオカワ ニシカタ

(46) 肥薩おれんじ鉄道線 薩摩大川・西方間 ほか１箇所

トウヨウ ニシフナバシ トウヨウカツタダイ ヤチヨ

（47） 東葉高速線 西船橋・東葉勝田台間（千葉県八千代市ほか）

ケイセイ センジュオオハシ ケイセイセキヤ アダチ

（48） 京成本線 千住大橋・京成関屋間（東京都足立区）
トウヨコ ガクゲイダイガク トリツダイガク メグロ

（49） 東横線 学芸大学・都立大学間（東京都目黒区）
リンカイフクトシン シンキバ シノノメ コウトウ

（50） 臨海副都心線 新木場・東雲間（東京都江東区）ニッポウ オバセニシコウダイ ユクハシ ユクハシ

（55） 日豊線 小波瀬西工大前・行橋間（福岡県行橋市）
テンジンオオムタ ニシテツクルメ クルメ

（56） 天神大牟田線 西鉄久留米駅（福岡県久留米市）

アクネ

（鹿児島県阿久根市ほか）

ミナミオオサカ オオサカアベノバシ カワチアマミ

（53） 南大阪線 大阪阿部野橋・河内天美間ほか12箇所
オオサカ

（大阪府大阪市ほか）
ナンカイ ナンバ イマミヤエビス

（54） 南海本線 難波・今宮戎間ほか２箇所
オオサカ

（大阪府大阪市ほか）

ヒノデチョウ ヨコハマ

（51） 本線 日ノ出町駅構内ほか１箇所（神奈川県横浜市）

トコナメ オワリヨコスカ トウカイ

（52） 常滑線 尾張横須賀駅（愛知県東海市）

ナカマチダイ ヨコハマ

（57） ブルーライン仲町台～センター南ほか１箇所（神奈川県横浜市）

サンヨウ ニシアカシ アカシ

（59） 山陽本線 西明石駅（兵庫県明石市）

鉄

鉄

鉄
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