
別添２

※　個別の案件の詳細（個票）は、国土交通省のホームページをご覧ください。

   （https://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/kokudoseisaku_tk9_000021.html#haibun）

    また、各案件をクリックすると詳細（個票）のページが開きます。 

【事前防災・減災対策】

事業費
国費

（配分額）

１．洪水対策・浸水対策

河川（直轄）

(１) 河川激甚災害対策特別緊急事業 高梁川水系小田川 国土交通省 岡山県 倉敷市真備町地先 2,262.000 2,262.000

(２) 河川激甚災害対策特別緊急事業 肱川水系肱川 国土交通省 愛媛県
大洲市白滝地先
～東大洲地先

2,028.000 2,028.000

河川（補助）

防災・安全社会資本整備交付金事業

（交付金計画名：洪水や土砂災害などの大規模自然災害対策
の推進（防災・安全））

防災・安全社会資本整備交付金事業

（交付金計画名：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））

防災・安全社会資本整備交付金事業

（交付金計画名：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）

防災・安全社会資本整備交付金事業

（交付金計画名：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）

防災・安全社会資本整備交付金事業

（交付金計画名：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）

防災・安全社会資本整備交付金事業

（交付金計画名：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）

防災・安全社会資本整備交付金事業

（交付金計画名：災害予防・減災のための着実な基盤づくり
の推進による安全・安心社会の実現（防災・安全））

計 ９件 6,012.000 5,151.000

２．崖崩れ・落石対策

一般国道(直轄）

(１０) 道路維持管理事業 一般国道239号 国土交通省 北海道
苫前郡苫前町字霧立国有林145林
班

140.000 140.000

(１１) 道路維持管理事業 一般国道273号 国土交通省 北海道 河東郡上士幌町字黒石平135林班 200.000 200.000

地方道(補助）

防災・安全社会資本整備交付金事業

（交付金計画名：11　元気で安全・安心な兵庫の道づくり
（防災・安全））

計 ３件 400.000 370.000

３．港湾施設・鉄道施設の耐震化

港湾(直轄）

(１３) 港湾整備事業 伏木富山港富山地区 国土交通省 富山県 富山市東岩瀬町字海岸通 800.000 800.000

(１４) 港湾整備事業 福山港箕沖地区 国土交通省 広島県 福山市箕沖町 1,650.000 1,650.000

港湾(補助）

(１５) 港湾整備事業 名古屋港大江ふ頭地区
名古屋港管理組

合
愛知県 名古屋市大江町 87.000 43.500

(１６) 港湾整備事業 那覇港新港ふ頭地区 那覇港管理組合 沖縄県 那覇市港町 200.000 180.000

鉄道(補助）

(１７) 鉄道施設総合安全対策事業
田園都市線　長津田・つくし
野間

東急電鉄株式会
社

神奈川県 横浜市緑区長津田４丁目 428.000 107.000

(１８) 鉄道施設総合安全対策事業 けいはんな線長田駅
近畿日本鉄道株

式会社
大阪府 東大阪市長田中２丁目 350.000 87.500

(１９) 鉄道施設総合安全対策事業
南大阪線大阪阿部野橋・河内
天美間

近畿日本鉄道株
式会社

大阪府
大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目
～松原市天美南3丁目

780.000 195.000

(２０) 鉄道施設総合安全対策事業
南海本線　天下茶屋・萩ノ茶
屋間

南海電気鉄道株
式会社

大阪府 大阪市西成区萩之茶屋３丁目 90.000 22.500

(２１) 鉄道施設総合安全対策事業 日豊線　別府・東別府間
九州旅客鉄道株

式会社
大分県 別府市中央町 437.000 145.666

(２２) 都市鉄道整備事業
ブルーライン　あざみ野～戸
塚

横浜市 神奈川県 横浜市戸塚区戸塚町外 628.982 158.503

(２３) 都市鉄道整備事業
中央線　千船橋梁、木津川橋
梁

大阪市高速電気
軌道株式会社

大阪府 大阪市港区港晴、西区川口 184.136 46.402

計 11件 5,635.118 3,436.071

令和２年度 第２回 防災・減災対策等強化事業推進費 執行地区一覧表

［金額単位：百万円］

種　別 実施計画額

事業名

事業主体名 施行地

122.000 61.000

(４) 日光川水系善太川 愛知県 愛知県
愛西市落合町新田地先
～大井町七川北地先

770.000 385.000

(３) 鳴瀬川水系身洗川 宮城県 宮城県 黒川郡大和町落合桧和田地先

50.000 25.000

(６)

(７)

日光川水系日光川

矢作川水系矢作古川

愛知県

愛知県

愛知県

愛知県

名古屋市港区天目町地先
～津島市鹿伏兎町西永和地先

西尾市吉良町大島一反畑地先

290.000 145.000

160.000 80.000

(５) 境川水系逢妻男川 愛知県 愛知県 豊田市土橋町地先

125.000

80.000 40.000

(１２) 一般県道岩見揖保川線 兵庫県 兵庫県 たつの市御津町岩見 60.000 30.000

名古屋市中川区下之一色町字中
ノ切地先

愛知県

和歌山県 日高郡印南町古屋地先外

250.000(８)

(９)

庄内川水系新川

切目川水系切目川

愛知県

和歌山県
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令和２年度 第２回 防災・減災対策等強化事業推進費 執行地区一覧表

事業費
国費

（配分額）

４．ホームドア整備

鉄道(補助）

(２４) 都市鉄道整備事業
御堂筋線全駅（心斎橋駅、天
王寺駅除く）

大阪市高速電気
軌道株式会社

大阪府 大阪市淀川区西中島外 1,081.193 272.460

(２５) 鉄道施設総合安全対策事業 伊勢崎線　竹ノ塚駅
東武鉄道株式会

社
東京都 足立区竹の塚 277.000 92.333

(２６) 鉄道施設総合安全対策事業 伊勢崎線　獨協大学前駅
東武鉄道株式会

社
埼玉県 草加市松原 418.000 139.333

(２７) 鉄道施設総合安全対策事業 伊勢崎線　越谷駅
東武鉄道株式会

社
埼玉県 越谷市弥生町 408.000 136.000

(２８) 鉄道施設総合安全対策事業 新宿線　高田馬場駅
西武鉄道株式会

社
東京都 新宿区高田馬場 53.000 17.666

(２９) 鉄道施設総合安全対策事業 新宿線　所沢駅
西武鉄道株式会

社
埼玉県 所沢市くすのき台 37.000 12.333

(３０) 鉄道施設総合安全対策事業 井の頭線　下北沢駅
京王電鉄株式会

社
東京都 世田谷区北沢 370.300 123.433

(３１) 鉄道施設総合安全対策事業 小田原線　新宿駅
小田急電鉄株式

会社
東京都 新宿区西新宿 614.000 204.666

(３２) 鉄道施設総合安全対策事業 小田原線　登戸駅
小田急電鉄株式

会社
神奈川県 川崎市多摩区登戸 115.000 38.333

(３３) 鉄道施設総合安全対策事業 京急本線　平和島駅
京浜急行電鉄株

式会社
東京都 大田区大森北 741.500 247.166

(３４) 鉄道施設総合安全対策事業 京急本線　京急東神奈川駅
京浜急行電鉄株

式会社
神奈川県 横浜市神奈川区東神奈川 438.200 146.066

(３５) 鉄道施設総合安全対策事業 京急本線　日ノ出町駅
京浜急行電鉄株

式会社
神奈川県 横浜市中区日ノ出町 659.000 219.666

(３６) 鉄道施設総合安全対策事業 京急本線　追浜駅
京浜急行電鉄株

式会社
神奈川県 横須賀市追浜町 785.000 261.666

(３７) 鉄道施設総合安全対策事業 京急本線　汐入駅
京浜急行電鉄株

式会社
神奈川県 横須賀市汐入町 180.200 60.066

(３８) 鉄道施設総合安全対策事業 京阪本線　京橋駅
京阪電気鉄道株

式会社
大阪府 大阪市都島区東野田町 600.000 200.000

(３９) 鉄道施設総合安全対策事業
阪神電気鉄道本線　神戸三宮
駅

阪神電気鉄道株
式会社

兵庫県 神戸市中央区小野柄通 482.528 160.842

(４０) 鉄道施設総合安全対策事業 埼玉高速鉄道線　川口元郷駅
埼玉高速鉄道株

式会社
埼玉県 川口市元郷 138.000 46.000

(４１) 鉄道施設総合安全対策事業 埼玉高速鉄道線　南鳩ヶ谷駅
埼玉高速鉄道株

式会社
埼玉県 川口市南鳩ヶ谷 138.000 46.000

(４２) 鉄道施設総合安全対策事業 埼玉高速鉄道線　鳩ヶ谷駅
埼玉高速鉄道株

式会社
埼玉県 川口市大字里 138.000 46.000

(４３) 鉄道施設総合安全対策事業 埼玉高速鉄道線　新井宿駅
埼玉高速鉄道株

式会社
埼玉県 川口市大字新井宿 142.000 47.333

(４４) 鉄道施設総合安全対策事業 埼玉高速鉄道線　戸塚安行駅
埼玉高速鉄道株

式会社
埼玉県 川口市大字長蔵新田 142.000 47.333

(４５) 鉄道施設総合安全対策事業 埼玉高速鉄道線　東川口駅
埼玉高速鉄道株

式会社
埼玉県 川口市東川口 142.000 47.333

(４６) 鉄道施設総合安全対策事業 埼玉高速鉄道線　浦和美園駅
埼玉高速鉄道株

式会社
埼玉県 さいたま市緑区美園 192.000 64.000

(４７) 鉄道施設総合安全対策事業
大阪モノレール線　柴原阪大
前駅

大阪モノレール
株式会社

大阪府 豊中市柴原町 149.360 49.786

(４８) 鉄道施設総合安全対策事業 彩都線　阪大病院前駅
大阪モノレール

株式会社
大阪府 茨木市美穂ヶ丘 149.790 49.930

(４９) 鉄道施設総合安全対策事業 大阪モノレール線　摂津駅
大阪モノレール

株式会社
大阪府 摂津市鶴野 149.360 49.786

計 26件 8,740.431 2,825.530

事前防災・減災対策　計 49件 20,787.549 11,782.601

種　別 実施計画額

事業名

事業主体名 施行地
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令和２年度 第２回 防災・減災対策等強化事業推進費 執行地区一覧表
【再度災害防止対策】

事業費
国費

（配分額）

１．洪水対策・浸水対策

河川（直轄）

(５０) 河川改修事業 大井川水系大井川 国土交通省 静岡県 島田市赤松地先 350.000 350.000

(５１) 河川改修事業 遠賀川水系彦山川 国土交通省 福岡県 田川郡添田町落合地先 260.000 260.000

(５２) 河川改修事業 筑後川水系筑後川 国土交通省 大分県 日田市北友田地先 298.000 298.000

(５３) 河川改修事業 大分川水系大分川 国土交通省 大分県
大分市畑中地先
～国分地先

475.000 475.000

(５４) 河川改修事業 江の川水系江の川 国土交通省 島根県 江津市桜江町大貫地先外 465.000 465.000

河川（補助）

防災・安全社会資本整備交付金事業

（交付金計画名：ハードとソフトが一体となった総合的な治
水対策の推進（防災・安全））

防災・安全社会資本整備交付金事業

（交付金計画名：県土全体となった河川事業、海岸事業及び
砂防事業による浸水・土砂災害対策の推進（防災・安全））

防災・安全社会資本整備交付金事業

（交付金計画名：鹿児島県全域における総合的な浸水対策と
土砂災害対策の推進（防災・安全））

防災・安全社会資本整備交付金事業

（交付金計画名：総合的な浸水対策及び海岸浸食対策（防
災・安全））

ダム

(５９) 水資源開発事業（国土交通省所管） 435.600

(６０) 水資源開発事業（厚生労働省所管） 29.700

計 11件 3,093.000 2,688.300

２．高潮・波浪対策

海岸(補助）

防災・安全社会資本整備交付金事業

（交付金計画名：総合的な水の安全・安心基盤整備（防災・
安全）（河川））

一般国道(直轄）

(６２) 道路維持管理事業 一般国道9号 国土交通省 鳥取県 鳥取市気高町浜村 92.000 92.000

計 ２件 692.000 392.000

３．雪崩対策

一般国道(直轄）

(６３) 道路維持管理事業 一般国道334号 国土交通省 北海道 目梨郡羅臼町湯の沢町231林班 100.000 100.000

計 １件 100.000 100.000

４．崖崩れ・落石対策

地方道(補助）

(６４) 道路更新防災等対策事業 主要地方道島田川根線 静岡県 静岡県 島田市鵜網 51.000 25.500

(６５) 道路更新防災等対策事業 市道大街道線 伊東市 静岡県 伊東市赤沢 126.000 63.000

公園(補助）

防災・安全社会資本整備交付金事業

（交付金計画名：安全安心で暮らしやすいまちづくり（防
災・安全））

防災・安全社会資本整備交付金事業

（交付金計画名：滋賀県における安全安心な都市公園づくり
（防災・安全）「その２」）

鉄道（補助）

(６８) 鉄道施設総合安全対策事業 鞍馬二ノ瀬町・鞍馬線
叡山電鉄株式会

社
京都府 京都市左京区鞍馬二ノ瀬町 100.000 33.333

治山（直轄）

(６９) 国有林野内治山事業 湯浜地区 林野庁 北海道
奥尻郡奥尻町字湯浜湯の浜国有
林2416ろ林小班

100.000 100.000

計 ６件 622.000 344.333

５．避難路の安全対策

都市防災(補助）

防災・安全社会資本整備交付金事業

（交付金計画名：宮城県の市街地における台風第19号災害か
らの復興を推進する社会資本整備（防災・安全））

計 １件 81.400 40.700

再度災害防止対策　計 21件 4,588.400 3,565.333

［金額単位：百万円］

種　別 実施計画額

事業名

事業主体名 施行地

筑後川水系小石原川　小石原
川ダム

水資源機構 福岡県 朝倉市江川地先 495.000

(５５)

(５６)

山形県

佐賀県

鹿児島県(５７)

(５８)

木曽川水系王滝川

浜川水系浜川

高須川水系高須川

最上川水系白水川 175.000

(６１) 和木波子海岸 島根県 島根県 江津市和木町地先 600.00 300.00

(７０) 市道駅前花島線 角田市 宮城県 角田市横倉字左関地内 81.400 40.700

石川県

滋賀県

金沢市東御影町

大津市真野谷口町

57.000

188.000

(６６)

(６７)

金沢市立卯辰山公園

春日山公園

金沢市

滋賀県

長野県長野県

佐賀県

鹿児島県

山形県

28.500

94.000

60.000

40.00080.000

200.000 100.000

木曽郡王滝村松原地先

鹿島市古枝地先、浜町地先

鹿屋市上野町地先

東根市長瀞地先

120.000

350.000
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令和２年度 第２回 防災・減災対策等強化事業推進費 執行地区一覧表
【公共交通安全対策】

事業費
国費

（配分額）

１．交通安全対策

陸上交通（補助）

(７１) 交通安全施設等整備事業 市道五条吉川湖岸線 野洲市 滋賀県 野洲市吉川 6.000 3.000

海上交通（直轄）

(７２) 船舶交通安全基盤整備事業 名古屋港 海上保安庁 愛知県 名古屋市港区金城ふ頭三丁目 1,289.140 1,289.140

計 ２件 1,295.140 1,292.140

公共交通安全対策　計 ２件 1,295.140 1,292.140

総　計 72件 26,671.089 16,640.074

［金額単位：百万円］

種　別 実施計画額

事業名

事業主体名 施行地
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