
埼 玉 県

道 路 局



令和３年度　箇所表

種　　別：直轄事業

所　　管：国土交通省

都道府県名：埼玉県 (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 国道4号 八潮市～松伏町 東埼玉道路（八潮～松伏） 590

改築 国道4号 吉川市～春日部市 東埼玉道路（延伸） 3,530

改築 国道17号 さいたま市 与野大宮道路 20

改築 国道17号 さいたま市～上尾市  新大宮上尾道路（与野～上尾南） 2,890

改築 国道17号 さいたま市～桶川市 上尾道路 612

改築 国道17号 北本市～鴻巣市 上尾道路（Ⅱ期） 3,569

改築 国道17号 熊谷市～深谷市 上武道路 220

改築 国道17号 本庄市～上里町 本庄道路 3,094

路線名 備考

※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成



令和３年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：埼玉県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

下間久里（北）交差点改良（越谷市） 132

権現堂桜堤交差点改良（幸手市） 10

小谷田交差点改良（入間市） 20

大袋新田交差点改良（川越市） 20

増戸（北）交差点改良（春日部市） 66

戸田市自転車通行空間整備（戸田市） 54

西堀・町谷地区歩道橋改良（さいたま市） 111

東大成町交差点改良（さいたま市） 10

上川上地区歩道整備（熊谷市） 66

若泉二丁目交差点改良（本庄市） 39

交通安全 国道298号 三郷市 埼玉298号交通安全対策 30 中川下水処理センター（西）交差点改良 30

路線名 備考

交通安全 国道4号 越谷市、幸手市 埼玉4号交通安全対策 142

交通安全 国道17号
戸田市、
さいたま市、
熊谷市、本庄市

埼玉17号交通安全対策 280

交通安全 国道16号
入間市、川越市、
春日部市

埼玉16号交通安全対策 106



令和３年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：埼玉県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

草加（６）電線共同溝（草加市） 85

草加（７）電線共同溝（草加市） 75

草加（５）電線共同溝（草加市） 272

越谷（４）電線共同溝（越谷市） 60

越谷（２）電線共同溝（越谷市） 185

越谷（３）電線共同溝（越谷市） 205

越谷電線共同溝（越谷市） 95

春日部（１）電線共同溝（春日部市） 64

春日部（２）電線共同溝（春日部市） 50

春日部（３）電線共同溝（春日部市） 47

杉戸（３）電線共同溝（杉戸町） 285

幸手（３）電線共同溝（幸手市） 103

路線名 備考

電線共同溝 国道4号
草加市、越谷市、
春日部市、杉戸
町、幸手市

埼玉4号電線共同溝 1,526



令和３年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：埼玉県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費路線名 備考

狭山（２）電線共同溝（狭山市） 80

狭山（３）電線共同溝（狭山市） 154

川越（２）電線共同溝（川越市） 30

川越（１）電線共同溝（川越市） 50

見沼電線共同溝（さいたま市） 50

電線共同溝 国道16号
狭山市、川越市、
さいたま市

埼玉16号電線共同溝 364



令和３年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：埼玉県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費路線名 備考

上尾道路（２）電線共同溝（上尾市） 20

戸田（３）電線共同溝（戸田市） 10

上尾（２）電線共同溝（上尾市） 30

上尾電線共同溝（上尾市） 109

上尾（３）電線共同溝（上尾市） 60

桶川・北本電線共同溝（桶川市、北本市） 289

鴻巣（２）電線共同溝（鴻巣市） 16

行田･熊谷電線共同溝（行田市、熊谷市） 110

熊谷（３）電線共同溝（熊谷市） 10

深谷（５）電線共同溝（深谷市） 80

深谷（４）電線共同溝（深谷市） 50

本庄電線共同溝（本庄市） 20

電線共同溝 国道17号

上尾市、戸田市、
桶川市、北本市、
鴻巣市、行田市、
熊谷市、深谷市、
本庄市

埼玉17号電線共同溝 804



令和３年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：埼玉県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

維持管理 （市） 中央607号線 秩父市 秩父橋 110 代行事業

路線名 備考



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：埼玉県 (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140号 秩父市 大滝トンネル 560 西関東連絡道路

改築 （主） 越谷流山線 三郷市 (仮称)三郷流山橋 550

改築 （町） 幹線3号線 三芳町 三芳スマートICアクセス 50

改築 （一） 蓮田白岡久喜線 蓮田市 蓮田スマートICアクセス 30

改築 （市） 1704号線 三郷市 三郷料金所スマートICアクセス 85

改築 （市） 1705号線 三郷市 三郷料金所スマートICアクセス 151

改築 （市） 1706号線 三郷市 三郷料金所スマートICアクセス 44

路線名 備考



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年３月1日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：埼玉県 (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 埼玉県 埼玉県無電柱化推進計画事業 3,143

(一)蓮田鴻巣線（東一丁目工区）〔蓮田市〕、(主)さいたまふ
じみ野所沢線（上福岡工区）〔ふじみ野市〕、(国)462号（児玉
町児玉工区）〔本庄市〕、(主)東松山越生線（箭弓町工区）
〔東松山市〕、(主)青梅入間線（扇町屋）〔入間市〕、(都)放射
7号線(栗原工区)〔新座市〕、(都)駅東口通り線(寿～南)〔桶
川市〕、(都)中央通停車場線(3工区)〔志木市〕、(都)東武動
物公園駅東口通り線(百間～杉戸)〔宮代町～杉戸町〕、(都)
放射7号線(新堀工区)〔新座市〕、(都)保谷朝霞線(野寺工区)
〔新座市〕、(都)仲仙道線(雷電工区)〔鴻巣市〕、(都)日光東
京線（本町工区）〔川口市〕、(都)草加三郷線(柳島工区)〔草
加市〕、(都)仲仙道（北本工区）〔北本市〕、(都)袋陣屋線〔春
日部市〕、(都)保谷朝霞線(道場工区)〔新座市〕

無電柱化推進計画事業 さいたま市 さいたま市無電柱化推進計画事業 1,214

(一)鴻巣桶川さいたま線(宮町)、(主)さいたま春日部線(堀の
内町)、(主)川口上尾線（北袋町）ほか2路線、(一)鴻巣桶川
さいたま線(針ヶ谷)、(市)市道E-96号線(常盤)、(都)本町通り
線(鈴谷2工区)、(都)産業道路(原山2工区)、(都)産業道路
(天沼工区)、(都)産業道路(天沼2工区)、(都)南大通東線(天
沼工区)



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年３月1日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：埼玉県 (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 宮代町 宮代町無電柱化推進計画事業 128 (都)東武動物公園駅東口駅前広場(中央～百間)

無電柱化推進計画事業 本庄市 本庄市無電柱化推進計画事業 5 (都)駅前通線（児玉）



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：埼玉県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 整備地区名 事業主体 事業費 備考

補助事業

交通安全対策（地区内連携） 吉川市 高富、木売地区 吉川市 19

交通安全対策（地区内連携） 白岡市 西４．６丁目､篠津地区 白岡市 9



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：埼玉県 (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 さいたま市 宮原三丁目踏切道 さいたま市 165

踏切道改良計画事業 さいたま市 末広踏切道 さいたま市 50

踏切道改良計画事業 加須市 日光線第148号踏切道 加須市 8

踏切道改良計画事業 東松山市 東上本線第253号踏切道 東松山市 400

踏切道改良計画事業 春日部市 伊勢崎線第107号踏切道 埼玉県 67

踏切道改良計画事業 坂戸市 東上本線第199号踏切道 坂戸市 77

踏切道改良計画事業 宮代町 伊勢崎線第163号踏切道 埼玉県 50



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：埼玉県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

補助事業

連続立体交差 春日部市 春日部駅付近 2,000

路線名 備考

東武鉄道伊勢崎線・野田線



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省 事業費は点検及び計画策定に必要な額を含めて記載

都道府県名：埼玉県 (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 埼玉県 橋梁長寿命化修繕計画 1,245 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 埼玉県 道路附属物等長寿命化修繕計画 20 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 さいたま市 橋梁長寿命化修繕計画 1,066 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 さいたま市 道路附属物等長寿命化修繕計画 227 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 熊谷市 橋梁長寿命化修繕計画 208 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 熊谷市 道路附属物等長寿命化修繕計画 28 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 川口市 橋梁長寿命化修繕計画 217 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 川口市 道路附属物等長寿命化修繕計画 17 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 行田市 橋梁長寿命化修繕計画 27 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 秩父市 橋梁長寿命化修繕計画 115 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 飯能市 橋梁長寿命化修繕計画 239 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 加須市 橋梁長寿命化修繕計画 77 個別の構造物は別紙参照



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省 事業費は点検及び計画策定に必要な額を含めて記載

都道府県名：埼玉県 (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 本庄市 橋梁長寿命化修繕計画 35 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 東松山市 橋梁長寿命化修繕計画 164 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 春日部市 橋梁長寿命化修繕計画 54 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 羽生市 橋梁長寿命化修繕計画 40 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 鴻巣市 橋梁長寿命化修繕計画 51 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 深谷市 橋梁長寿命化修繕計画 132 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 深谷市 道路附属物等長寿命化修繕計画 14 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 上尾市 道路附属物等長寿命化修繕計画 43 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 草加市 橋梁長寿命化修繕計画 91 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 草加市 道路附属物等長寿命化修繕計画 25 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 越谷市 橋梁長寿命化修繕計画 205 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 蕨市 橋梁長寿命化修繕計画 112 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 戸田市 橋梁長寿命化修繕計画 50 個別の構造物は別紙参照



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省 事業費は点検及び計画策定に必要な額を含めて記載

都道府県名：埼玉県 (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 入間市 橋梁長寿命化修繕計画 24 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 志木市 橋梁長寿命化修繕計画 28 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 和光市 橋梁長寿命化修繕計画 41 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 新座市 橋梁長寿命化修繕計画 83 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 桶川市 橋梁長寿命化修繕計画 16 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 久喜市 橋梁長寿命化修繕計画 41 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 八潮市 橋梁長寿命化修繕計画 31 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 富士見市 橋梁長寿命化修繕計画 7 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 三郷市 橋梁長寿命化修繕計画 196 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 蓮田市 橋梁長寿命化修繕計画 15 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 坂戸市 橋梁長寿命化修繕計画 9 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 幸手市 橋梁長寿命化修繕計画 1 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 白岡市 橋梁長寿命化修繕計画 10 個別の構造物は別紙参照



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省 事業費は点検及び計画策定に必要な額を含めて記載

都道府県名：埼玉県 (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 伊奈町 橋梁長寿命化修繕計画 3 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 三芳町 橋梁長寿命化修繕計画 63 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 毛呂山町 橋梁長寿命化修繕計画 12 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 越生町 橋梁長寿命化修繕計画 6 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 滑川町 橋梁長寿命化修繕計画 16 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 小川町 橋梁長寿命化修繕計画 59 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 川島町 橋梁長寿命化修繕計画 55 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 吉見町 橋梁長寿命化修繕計画 25 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 ときがわ町 橋梁長寿命化修繕計画 17 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 横瀬町 橋梁長寿命化修繕計画 15 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 小鹿野町 橋梁長寿命化修繕計画 12 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 東秩父村 橋梁長寿命化修繕計画 13 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 美里町 橋梁長寿命化修繕計画 20 個別の構造物は別紙参照



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省 事業費は点検及び計画策定に必要な額を含めて記載

都道府県名：埼玉県 (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 神川町 橋梁長寿命化修繕計画 27 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 寄居町 橋梁長寿命化修繕計画 25 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 宮代町 橋梁長寿命化修繕計画 32 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 松伏町 橋梁長寿命化修繕計画 7 個別の構造物は別紙参照



令和３年度　箇所表 別紙

※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

埼玉県 点検及び計画策定のみの箇所は記載していない

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

埼玉県橋梁長寿命化修繕計画

埼玉県 さいたま市 国道４６３号 羽根倉橋 橋梁 修繕

埼玉県 志木市 県道さいたま東村山線 秋ヶ瀬橋 橋梁 修繕

埼玉県 鴻巣市 県道東松山鴻巣線 御成橋 橋梁 修繕

埼玉県 入間市 国道299号 霞橋 橋梁 更新

埼玉県 吉見町 県道鴻巣川島線 寺家谷橋 橋梁 更新

埼玉県 久喜市 県道鷲宮停車場線 旭橋 橋梁 更新

埼玉県 深谷市 伊勢崎深谷線 上武大橋 橋梁 更新

埼玉県道路附属物等長寿命化修繕計画

埼玉県 和光市 県道練馬川口線 道路標識 道路附属物等 更新

さいたま市橋梁長寿命化修繕計画

さいたま市 さいたま市 県道さいたま春日部線 岩槻橋 橋梁 更新

さいたま市 さいたま市 国道122号 上戸井橋（上り） 橋梁 修繕

さいたま市 さいたま市 県道野田岩槻線 新曲輪橋側道橋（下流側） 橋梁 修繕

さいたま市 さいたま市 県道野田岩槻線 新曲輪橋側道橋（上流側） 橋梁 修繕

さいたま市 さいたま市 県道野田岩槻線 新曲輪橋 橋梁 修繕

さいたま市 さいたま市 市道G-165号線 市川橋 橋梁 修繕

さいたま市 さいたま市 市道10582号線 砂本郷跨線道路橋 橋梁 修繕

さいたま市 さいたま市 市道A-333号線 1 橋梁 修繕

さいたま市 さいたま市 国道463号 羽根倉橋（上り） 橋梁 修繕

さいたま市 さいたま市 県道さいたま鴻巣線 五関橋 橋梁 修繕

さいたま市 さいたま市 県道さいたま鴻巣線 五関橋・側道(左) 橋梁 修繕

さいたま市 さいたま市 県道さいたま鴻巣線 大戸橋 橋梁 修繕

さいたま市 さいたま市 県道さいたま鴻巣線 大戸橋・側道(左) 橋梁 修繕

さいたま市 さいたま市 県道上野さいたま線 宮前陸橋（第二橋） 橋梁 修繕

さいたま市 さいたま市 市道L-717号線 見沼大橋 橋梁 修繕

さいたま市 さいたま市 市道L-880号線 新宿橋 橋梁 修繕

さいたま市 さいたま市 県道吉場安行東京線 八丁橋 橋梁 修繕

さいたま市 さいたま市 国道463号 北原橋 橋梁 修繕

さいたま市 さいたま市 国道463号 北原橋・側道（右）橋 橋梁 修繕

さいたま市 さいたま市 国道463号 北原橋・側道（左）橋 橋梁 修繕

さいたま市 さいたま市 市道F-195号線 南浦和橋 橋梁 修繕

さいたま市 志木市 主要地方道さいたま東村山線 秋ヶ瀬橋 橋梁 修繕

さいたま市道路附属物等長寿命化修繕計画

さいたま市 さいたま市 県道さいたま鴻巣線 仲町小前歩道橋 道路附属物等 修繕

さいたま市 さいたま市 県道川口上尾線 東町歩道橋 道路附属物等 修繕

さいたま市 さいたま市 市道21965号線 駅前広場歩行者立体横断施設 道路附属物等 修繕

熊谷市橋梁長寿命化修繕計画

熊谷市 熊谷市 市道108号線 伊勢前橋 橋梁 修繕

熊谷市 熊谷市 市道20543号線 無名橋161 橋梁 修繕

熊谷市 熊谷市 市道30420号線 雷電橋 橋梁 修繕

熊谷市 熊谷市 市道40672号線 久保島跨線橋 橋梁 修繕



令和３年度　箇所表 別紙

※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

埼玉県 点検及び計画策定のみの箇所は記載していない

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

熊谷市 熊谷市 市道41009号線 川原橋 橋梁 修繕

熊谷市 熊谷市 市道60262号線 無名橋438 橋梁 修繕

熊谷市 熊谷市 市道60268号線 清水橋 橋梁 修繕

熊谷市 熊谷市 市道60131号線 無名橋451 橋梁 修繕

熊谷市 熊谷市 市道80349号線 今井橋 橋梁 修繕

熊谷市 熊谷市 市道妻沼3059号線 3059－1号橋 橋梁 修繕

熊谷市 熊谷市 市道妻沼3074号線 3074－1号橋 橋梁 修繕

熊谷市 熊谷市 市道妻沼3092号線 3092－1号橋 橋梁 修繕

熊谷市 熊谷市 市道妻沼3113号線 3113－1号橋 橋梁 修繕

熊谷市 熊谷市 市道大里264号線 264－2号橋 橋梁 修繕

熊谷市 熊谷市 市道大里674号線 674－1号橋 橋梁 修繕

熊谷市道路附属物等長寿命化修繕計画

熊谷市 熊谷市 市道116号線 荒川中学校前歩道橋 道路附属物等 修繕

川口市橋梁長寿命化修繕計画

川口市 川口市 市道新郷第1号線 無名309号橋 橋梁 修繕

川口市 川口市 市道幹線第40号線 地蔵橋 橋梁 修繕

川口市 川口市 市道幹線第37号線 芝陸橋 橋梁 修繕

川口市 川口市 市道幹線第28号線 鬼沢橋 橋梁 更新

川口市 川口市 市道神根第109号線 道合橋 橋梁 修繕

川口市 川口市 市道幹線第53号線 大門平沼橋 橋梁 修繕

川口市 川口市 市道幹線第52号線 藤久橋 橋梁 修繕

川口市道路附属物等長寿命化修繕計画

川口市 川口市 市道幹線第78号線 きぞろなかよし歩道橋 道路附属物等 修繕

行田市橋梁長寿命化修繕計画

行田市 行田市 市道第5.3-344号線 5-24号橋 橋梁 修繕

行田市 行田市 市道第5.3-344号線 5-27号橋 橋梁 修繕

秩父市橋梁長寿命化修繕計画

秩父市 秩父市 市道幹線74号線 柳大橋 橋梁 修繕

秩父市 秩父市 市道吉田幹線117号線 太田部橋 橋梁 修繕

秩父市 秩父市 市道幹線57号線 府坂橋 橋梁 修繕

飯能市橋梁長寿命化修繕計画

飯能市 飯能市 市道第1地区第8号線 清川橋 橋梁 更新

飯能市 飯能市 市道第1地区第2614-1号線 矢久橋 橋梁 修繕

飯能市 飯能市 市道第1地区第2712号線 飯能大橋 橋梁 修繕

加須市橋梁長寿命化修繕計画

加須市 加須市 市道249号線 加_10007号橋 橋梁 修繕

加須市 加須市 市道4006号線 加_4017号橋 橋梁 修繕

加須市 加須市 市道8140号線 加_上之橋８０１７ 橋梁 修繕

加須市 加須市 市道北106号線 北_宮田堀橋 橋梁 修繕

加須市 加須市 市道大122号線 大_84号橋 橋梁 修繕

本庄市橋梁長寿命化修繕計画

本庄市 本庄市 市道6244号線 無名(6-6) 橋梁 修繕

本庄市 本庄市 市道219号線 無名(6-8) 橋梁 修繕



令和３年度　箇所表 別紙

※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

埼玉県 点検及び計画策定のみの箇所は記載していない

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

本庄市 本庄市 市道5262号線 無名(5-8) 橋梁 修繕

本庄市 本庄市 市道214号線 清水橋 橋梁 修繕

本庄市 本庄市 市道229号線 無名（7-9） 橋梁 修繕

本庄市 本庄市 市道5-987号線 能淵寺橋 橋梁 修繕

本庄市 本庄市 市道5-1088号線 上の橋 橋梁 修繕

本庄市 本庄市 市道1級5号線 向田１号橋 橋梁 修繕

本庄市 本庄市 市道3-255号線 坂下橋 橋梁 修繕

本庄市 本庄市 市道3-302号線 新堀橋 橋梁 修繕

本庄市 本庄市 市道2級16号線 渕の前橋 橋梁 修繕

本庄市 本庄市 市道3-386号線 根岸橋 橋梁 修繕

本庄市 本庄市 市道2級17号線 岩崎橋 橋梁 修繕

本庄市 本庄市 市道4-100号線 沢戸2号橋 橋梁 修繕

本庄市 本庄市 市道9043号線 朝上橋 橋梁 修繕

東松山市橋梁長寿命化修繕計画

東松山市 東松山市 市道第66号線 大塚原橋 橋梁 修繕

春日部市橋梁長寿命化修繕計画

春日部市 春日部市 市道1-10号線 藤塚橋 橋梁 修繕

羽生市橋梁長寿命化修繕計画

羽生市 羽生市 市道1149号線 １９８号橋 橋梁 修繕

羽生市 羽生市 市道0213号線 ４０３号橋 橋梁 修繕

鴻巣市橋梁長寿命化修繕計画

鴻巣市 鴻巣市 市道吹244号線 244-1号橋 橋梁 修繕

鴻巣市 鴻巣市 市道A-1011号線 無名橋-A5 橋梁 修繕

鴻巣市 鴻巣市 市道A-2003号線 無名橋-A21 橋梁 修繕

鴻巣市 鴻巣市 市道A-1038号線 無名橋-A14 橋梁 修繕

深谷市橋梁長寿命化修繕計画

深谷市 深谷市 市道D-228号線 新橋 橋梁 修繕

深谷市 深谷市 市道M-545号線 新東橋2 橋梁 修繕

深谷市 深谷市 市道幹90号線 2-39号 橋梁 修繕

深谷市 深谷市 市道Q-177号線 北無名52号 橋梁 修繕

深谷市道路附属物等長寿命化修繕計画

深谷市 深谷市 市道歩1号線 原郷歩道橋 道路附属物等 修繕

上尾市道路附属物等長寿命化修繕計画

上尾市 上尾市 市道21416号線 上尾駅東口ペデストリアンデッキ 道路附属物等 修繕

草加市橋梁長寿命化修繕計画

草加市 草加市 市道10603号線 峯分橋 橋梁 修繕

草加市 草加市 市道2065号線 無名橋98 橋梁 修繕

草加市 草加市 市道30729号線 仲町新橋 橋梁 修繕

草加市 草加市 市道30741号線 氷川橋 橋梁 修繕

草加市 草加市 市道2060号線 蜻蛉橋 橋梁 修繕

草加市 草加市 市道30694号線 上町境橋 橋梁 修繕

草加市 草加市 市道1044号線 松寿橋 橋梁 修繕

草加市 草加市 市道40098号線 谷古宇新橋 橋梁 修繕
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草加市 草加市 市道2102号線 手代橋 橋梁 修繕

草加市道路附属物等長寿命化修繕計画

草加市 草加市 県道草加停車場線 アコス横断歩道橋 道路附属物等 修繕

越谷市橋梁長寿命化修繕計画

越谷市 越谷市 市道1060号線 間久里新田橋 橋梁 修繕

越谷市 越谷市 市道1070号線 向畑橋 橋梁 修繕

越谷市 越谷市 市道40454号線 新田橋 橋梁 修繕

越谷市 越谷市 市道90121号線 吉田橋 橋梁 修繕

越谷市 越谷市 市道90121号線 吉田橋歩道橋 橋梁 修繕

越谷市 越谷市 市道60842号線 綾瀬新橋 橋梁 修繕

越谷市 越谷市 市道2060号線 千間台駅南陸橋 橋梁 修繕

蕨市橋梁長寿命化修繕計画

蕨市 蕨市 市道42-01号線 丁張下青木跨線道路橋 橋梁 修繕

戸田市橋梁長寿命化修繕計画

戸田市 戸田市 市道第4005号線 野竹橋 橋梁 修繕

戸田市 戸田市 市道第7086号線 境橋 橋梁 修繕

戸田市 戸田市 市道第3101号線 氷川橋 橋梁 修繕

志木市橋梁長寿命化修繕計画

志木市 志木市 市道第1341号線 志木大橋 橋梁 修繕

和光市橋梁長寿命化修繕計画

和光市 和光市 市道91号線 西寺の上橋 橋梁 修繕

新座市橋梁長寿命化修繕計画

新座市 新座市 市道第1号線 高橋 橋梁 修繕

桶川市橋梁長寿命化修繕計画

桶川市 桶川市 市道61-1号線 ６１－１一号橋 橋梁 修繕

久喜市橋梁長寿命化修繕計画

久喜市 久喜市 市道鷲宮23号線 柳橋 橋梁 修繕

八潮市橋梁長寿命化修繕計画

八潮市 八潮市 市道2102号線 手代橋 橋梁 修繕

八潮市 八潮市 市道5210号線 市道5210号線橋 橋梁 修繕

八潮市 八潮市 市道5306号線 市道5306号線橋 橋梁 修繕

八潮市 八潮市 市道0740号線 市道0740号線橋 橋梁 修繕

三郷市橋梁長寿命化修繕計画

三郷市 三郷市 市道3175号線 半田彦成跨線道路橋 橋梁 修繕

三郷市 三郷市 市道1039号線 無名４１４３号橋 橋梁 修繕

白岡市橋梁長寿命化修繕計画

白岡市 白岡市 市道102号線 千駄野橋 橋梁 修繕

白岡市 白岡市 市道128号線 谷端橋 橋梁 修繕

白岡市 白岡市 市道123号線 小久喜橋 橋梁 修繕

白岡市 白岡市 市道9347号線 新堀橋 橋梁 修繕

三芳町橋梁長寿命化修繕計画

三芳町 三芳町 町道幹線11号線 東永橋 橋梁 修繕

三芳町 三芳町 町道幹線1号線 永久保境橋 橋梁 修繕



令和３年度　箇所表 別紙

※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

埼玉県 点検及び計画策定のみの箇所は記載していない

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

小川町橋梁長寿命化修繕計画

小川町 小川町 町道208号線 広見橋 橋梁 修繕

小川町 小川町 町道1156号線 外和戸橋 橋梁 修繕

小川町 小川町 町道2573号線 奈良梨橋 橋梁 修繕

小川町 小川町 町道2594号線 新田前橋 橋梁 修繕

川島町橋梁長寿命化修繕計画

川島町 川島町 町道2271号線 大塚橋 橋梁 修繕

川島町 川島町 町道5773号線 観音橋 橋梁 修繕

吉見町橋梁長寿命化修繕計画

吉見町 吉見町 町道1074号線 1009 橋梁 修繕

吉見町 吉見町 町道7047号線 上赤城橋 橋梁 修繕

吉見町 吉見町 町道7082号線 横見川一号橋 橋梁 修繕

吉見町 吉見町 町道7240号線 7014 橋梁 修繕

吉見町 吉見町 町道8010号線 8020 橋梁 修繕

ときがわ町橋梁長寿命化修繕計画

ときがわ町 ときがわ町 町道2-31号線 下郷橋 橋梁 修繕

ときがわ町 ときがわ町 町道都1526号線 滝の鼻橋 橋梁 修繕

ときがわ町 ときがわ町 町道都1648号線 諸倉橋 橋梁 修繕

東秩父村橋梁長寿命化修繕計画

東秩父村 東秩父村 村道2-1号線 悪場橋 橋梁 修繕

東秩父村 東秩父村 村道2-5号線 小安戸橋 橋梁 修繕

東秩父村 東秩父村 村道1-4号線 梅田橋 橋梁 修繕

美里町橋梁長寿命化修繕計画

美里町 美里町 町道2級20号線 身馴川橋 橋梁 撤去

神川町橋梁長寿命化修繕計画

神川町 神川町 町道11089号線 11089-1号橋 橋梁 修繕

神川町 神川町 町道12144号線 12144-1号橋 橋梁 修繕

神川町 神川町 町道12088号線 12088-1号橋 橋梁 修繕

寄居町橋梁長寿命化修繕計画

寄居町 寄居町 町道229号線 翡翠橋 橋梁 修繕

寄居町 寄居町 町道8013号線 8036号橋 橋梁 修繕

寄居町 寄居町 町道211号線 山椒魚橋 橋梁 修繕

寄居町 寄居町 町道223号線 原橋 橋梁 修繕

宮代町橋梁長寿命化修繕計画

宮代町 宮代町 町道第611号線 番先橋 橋梁 修繕



令和３年度　地方創生道整備推進交付金（市町村道）　箇所表

都道府県名：　埼玉県 ※市町村名は令和３年３月１日現在で作成

所　　　　 管：　国土交通省 単位：百万円

地域再生計画の名称
事業箇所

（市町村名）
国費 備　　考

“美しの里”定住したい魅力ある地域づくり計画 美里町 15

水と緑そして人が織りなす豊かなまちづくりかみかわ 神川町 47

豊かな自然と安心安全があるまち　森林文化都市　はんのう 飯能市 237

　小　計 300

※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。

※四捨五入の関係で、各計数の和が合計と一致しないところがあります。



埼 玉 県

水管理・国土保全局



令和３年度当初予算　河川事業（直轄・埼玉県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

荒川 荒川上流 一般河川改修事業 5,857　 さいたま市
し

、川越市
か わ ご え し

、上尾市
あ げ お し

利根川 利根川上流 一般河川改修事業 7,693　

≪茨城県
いばらきけん

≫取手市
と り で し

、古河市
こ が し

、五霞町
ご か ま ち

、境町
さかいまち

≪群馬県
ぐ ん ま け ん

≫板倉町
いたくらまち

≪栃木県
と ち ぎ け ん

≫野木町
の ぎ ま ち

≪埼玉県
さいたまけん

≫久喜市
く き し

、加須市
か ぞ し

、羽生市
は に ゅ う し

、行田市
ぎ ょ う だ し

利根川 江戸川 一般河川改修事業 4,340　
≪埼玉県

さいたまけん

≫吉川市
よ し か わ し

、松伏町
まつぶしまち

、春日部市
か す か べ し

、幸手市
さ っ て し

≪千葉県
ち ば け ん

≫野田市
の だ し

 、流山市
ながれやまし

 、市川市
い ち か わ し

荒川 新河岸川下流 流域治水整備事業 40　

利根川 中川 流域治水整備事業 1,144　 八潮市
や し お し

、越谷市
こ し が や し

、吉川
よしかわ

市
し

荒川 荒川下流 河川都市基盤整備事業 5,162　
≪埼玉県

さいたまけん

≫川口市
か わ ぐ ち し

≪東京都
と う き ょ う と

≫足立区
あ だ ち く

、葛飾区
か つ し か く

、江戸川区
え ど が わ く

荒川 荒川上流 河川都市基盤整備事業 1,157　 さいたま市
し

、川越市
か わ ご え し

、上尾市
あ げ お し

荒川 荒川上流 河川工作物関連応急対策事業 140　 さいたま市
し

利根川 江戸川 河川工作物関連応急対策事業 1,222　 春日部市
かすかべし

荒川 総合水系環境整備事業 519　
≪埼玉県

さいたまけん

≫川口市
かわぐちし

、上尾市
あげおし

、桶川市
おけがわし

、川島町
かわじままち

、鴻巣市
こうのすし

≪東京都
とうきょうと

≫足立区
あだちく

、葛飾区
かつしかく

、北区
きたく

、江戸川区
えどがわく



令和３年度当初予算　河川事業（直轄・埼玉県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

利根川 総合水系環境整備事業 1,690　

≪茨城県
いばらきけん

≫稲敷市
いなしきし

、行方
なめがた

市
し

、鉾田市
ほこたし

、神栖市
かみすし

、土浦市
つちうらし

、

　　　　　　　かすみがうら市
し

、結城市
ゆうきし

、下妻市
しもつまし

、常総市
じょうそうし

、

　　　　　　　守谷市
もりやし

、筑西市
ちくせいし

、つくばみらい市
し

、八千代町
やちよまち

、

　　　　　　　鹿嶋市
かしまし

、潮来市
いたこし

≪栃木県
とちぎけん

≫足利市
あしかがし

≪埼玉県
さいたまけん

≫八潮市
やしおし

≪千葉県
ちばけん

≫東庄町
とうのしょうまち

、野田市
のだし

、流山市
ながれやまし

、柏市
かしわし

、香取市
かとりし

（※）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３年度当初予算　河川事業（補助・埼玉県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

利根川 新方川 事業間連携河川事業 400　 春日部市
か す か べ し

、越谷市
こ し が や し

荒川 柳瀬川 大規模特定河川事業 240　 富士見市
ふ じ み し

利根川 中川 大規模特定河川事業 250　 久喜市
く き し

利根川 原市沼川 大規模特定河川事業 50　 上尾市
あ げ お し

、伊奈町
い な ま ち



埼玉県

　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

堰堤改良事業 荒川二瀬ダム 110 127



砂防
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

大規模更新 あらかわ からほりがわほか ひきぐん ときがわまち おおの

砂防等事業 荒川 空堀川外 比企郡 ときがわ町 大野 渓流保全工 71

まちづくり連携 あらかわ おちあい ちちぶし おおたき

砂防等事業 荒川 落合 秩父市 大滝 砂防堰堤工 60

２箇所 131合計

令和３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（埼玉県　1/3）

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 あらかわ しも ひきぐん ときがわまち

砂防等事業 荒川 下モ 比企郡 ときがわ町 横ボーリング工 51

あらかわ うえのやま ちちぶぐん ひがしちちぶむら

荒川 上の山 秩父郡 東秩父村 横ボーリング工 63

あらかわ かなさき ちちぶぐん みなのまち

荒川 金崎 秩父郡 皆野町 集水井工 82

あらかわ さくらがや ちちぶぐん みなのまち

荒川 桜ヶ谷 秩父郡 皆野町 横ボーリング工 40

４箇所 236合計

令和３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（埼玉県　2/3）

事業区分 水系名 箇所名 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 かわまた ちちぶし うらやま

砂防等事業 川俣 秩父市 浦山 待受けネット工 95

1箇所 95
※急傾斜の事業費は補助基本額である

合計

令和３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（埼玉県　3/3）

事業区分 水系名 箇所名 所在地



令和３年度当初予算　下水道事業

都道府県名：埼玉県 （単位：千円）

東岩槻周辺地区大規模雨水処理施設
整備事業

さいたま市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

420,000 210,000

計 420,000 210,000

事業名 事業主体 事業種別 事業費 国費



埼　玉　県

都市局



※市町村名は令和3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：　埼玉県

（単位：百万円）

整備 国営武蔵丘陵森林公園 比企郡滑川町、熊谷市 107

維持管理 国営武蔵丘陵森林公園 比企郡滑川町、熊谷市 869

令和3年度　予算箇所表

工種 公園名 市町村名 事業費 備考



令和３年度　当初予算配分

一般会計　（組織）国土交通本省　 埼玉県

（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

62,800

川越市 川越市 継続 川越市中心三駅周辺地区 1/2 31,400

320,000

日高市 日高市 継続 高麗川駅周辺地区 1/2 160,000

418,200

寄居町 寄居町 継続 寄居駅周辺地区 1/2 209,100

801,000

合計 400,500

内示額について、下段を国費とする。



令和３年度　当初予算配分

一般会計　（組織）国土交通本省　 埼玉県

（項）都市再生・地域再生整備事業費　　（目）市街地再開発事業費補助　（目細）市街地再開発事業費補助 （単位：千円）

事業 継続

都市名 主体 種別 新規 箇　所　名 補助率 内示額 摘　　要

361,429 都市局所管

川口市 組合 省エネ緊促 継続 川口栄町３丁目銀座地区 7/100 25,300

361,429

合計 25,300

内示額について、下段を国費とする。



令和３年度　当初予算配分

一般会計　（組織）国土交通本省　 さいたま市

（項）都市再生・地域再生整備事業費　　（目）市街地再開発事業費補助　（目細）市街地再開発事業費補助 （単位：千円）

事業 継続

都市名 主体 種別 新規 箇　所　名 補助率 内示額 摘　　要

47,143 都市局所管

さいたま市 組合 省エネ緊促 継続 大宮駅西口第３－Ｂ地区 7/100 3,300

47,143

合計 3,300

内示額について、下段を国費とする。



令和3年度　
　街路交通調査費補助（土地区画整理事業調査） 埼玉県

　（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

17,100
熊谷市 市 継続 佐谷田地区 1/3 5,700

13,200
川口市 市 継続 新井宿駅北側地区 1/3 4,400

23,400
川口市 市 継続 戸塚安行駅南側地区 1/3 7,800

24,900
川口市 市 新規 芝中央沿道第2地区 1/3 8,300

78,600
合計 26,200

下段は国費である。



令和３年度

街路交通調査 埼玉県
（単位：千円）

（ 3,300 ）
1,100

（ 9,300 ）
3,100

（ 8,100 ）
2,700

計 （ 20,700 ）
6,900

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

街路交通調査費補助(総
合都市交通体系調査)

東京都市圏 県 新 1/3
東京都市圏総合都市
交通体系調査

八潮市 新 1/3
八潮市都市計画道路網
構想見直し検討調査

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)

本庄市管内 本庄市 新 1/3
本庄市都市計画道路
見直し検討調査

街路交通調査費補助(総
合都市交通体系調査)

八潮市管内



令和３年度

街路交通調査 さいたま市
（単位：千円）

（ 12,000 ）
4,000

（ 3,300 ）
1,100

計 （ 15,300 ）
5,100

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)

さいたま市管
内

市 新 1/3
さいたま市総合都市
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)

東京都市圏 市 新 1/3
東京都市圏総合都市
交通体系調査



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：埼玉県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

補助事業

連続立体交差 春日部市 春日部駅付近 2,000

路線名 備考

東武鉄道伊勢崎線・野田
線



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：埼玉県 (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 東松山市 東上本線第253号踏切道 東松山市 400

踏切道改良計画事業 春日部市 伊勢崎線第107号踏切道 埼玉県 67

踏切道改良計画事業 坂戸市 東上本線第199号踏切道 坂戸市 77



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年３月1日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：埼玉県 (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 埼玉県 埼玉県無電柱化推進計画事業 3,143

(一)蓮田鴻巣線（東一丁目工区）〔蓮田市〕、(主)さいたまふじみ野所
沢線（上福岡工区）〔ふじみ野市〕、(国)462号（児玉町児玉工区）〔本
庄市〕、(主)東松山越生線（箭弓町工区）〔東松山市〕、(主)青梅入間
線（扇町屋）〔入間市〕、(都)放射7号線(栗原工区)〔新座市〕、(都)駅東
口通り線(寿～南)〔桶川市〕、(都)中央通停車場線(3工区)〔志木市〕、
(都)東武動物公園駅東口通り線(百間～杉戸)〔宮代町～杉戸町〕、
(都)放射7号線(新堀工区)〔新座市〕、(都)保谷朝霞線(野寺工区)〔新
座市〕、(都)仲仙道線(雷電工区)〔鴻巣市〕、(都)日光東京線（本町工
区）〔川口市〕、(都)草加三郷線(柳島工区)〔草加市〕、(都)仲仙道（北
本工区）〔北本市〕、(都)袋陣屋線〔春日部市〕、(都)保谷朝霞線(道場
工区)〔新座市〕

無電柱化推進計画事業 さいたま市 さいたま市無電柱化推進計画事業 1,214

(一)鴻巣桶川さいたま線(宮町)、(主)さいたま春日部線(堀の内町)、
(主)川口上尾線（北袋町）ほか2路線、(一)鴻巣桶川さいたま線(針ヶ
谷)、(市)市道E-96号線(常盤)、(都)本町通り線(鈴谷2工区)、(都)産業
道路(原山2工区)、(都)産業道路(天沼工区)、(都)産業道路(天沼2工
区)、(都)南大通東線(天沼工区)



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年３月1日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：埼玉県 (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 宮代町 宮代町無電柱化推進計画事業 128 (都)東武動物公園駅東口駅前広場(中央～百間)

無電柱化推進計画事業 本庄市 本庄市無電柱化推進計画事業 5 (都)駅前通線（児玉）



埼 玉 県

住 宅 局



空き家対策総合支援事業　実施計画（令和３年度　当初配分）

（単位：千円）

都道府県 埼玉県
地区名 事業名 事業費 備考

熊谷市 空き家対策総合支援事業 18,516
川口市 空き家対策総合支援事業 8,200
本庄市 空き家対策総合支援事業 9,128
富士見市 空き家対策総合支援事業 3,600

39,444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３年度　当初配分）

（単位：千円）

都道府県 埼玉県
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 3,534,990
3,534,990合計
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令和３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 

459,372 

 

 

95,000 

303,372 

61,000 

 

459,372 

   

【都市・ 

幹線鉄道】 

 

合計 

 

 

 74,041 

都市鉄道利便増進

事業 

神奈川東部方面線 

 

計 

32,989 

 

32,989 

都市鉄道整備事業 

        

        

     

     

     

     

 

 

東京都（大規模改良） 

横浜市（大規模改良） 

名古屋市（大規模改良） 

京都市（大規模改良） 

神戸市（大規模改良） 

福岡市（七隈線延伸） 

大阪市高速電気軌道㈱（大規模改良） 

関西高速鉄道㈱（なにわ筋線建設） 

 

計 

703 

63 

151 

24 

294 

7,195 

2,246 

8,790 

 

19,466 

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㈱） 

あいの風とやま鉄道㈱ 

 

計 

 

759 

153 

170 

 

1,083 

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㈱(館腰駅、取手駅、我孫子駅、社家駅) 

東海旅客鉄道㈱(刈谷駅) 

西日本旅客鉄道㈱(下祗園駅、香芝駅、東貝塚駅、安芸矢口駅、厚狭駅) 

四国旅客鉄道㈱(多度津駅) 

小田急電鉄㈱（中央林間駅） 

京浜急行電鉄㈱(品川駅) 

名古屋鉄道㈱(聚楽園駅) 

 

計 

 

296 

1,903 

1,015 

1,147 

40 

30 

246 

594 

 

5,271 

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、土讃線、予土線、牟岐線） 

(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構（青函トンネル） 

 

計 

186 

140 

1,140 

 

1,466 



- 2 - 

 

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） 

伊豆急行㈱（伊豆急行線） 

四国旅客鉄道㈱（高徳線） 

肥薩おれんじ鉄道㈱（肥薩おれんじ鉄道線） 

 

【耐震対策】 

京王電鉄㈱（相模原線） 

東急電鉄㈱（大井町線） 

京浜急行電鉄㈱（本線） 

東京モノレール㈱（羽田空港線） 

近畿日本鉄道㈱（京都線、奈良線、難波線、けいはんな線、 

南大阪線、大阪線） 

新関西国際空港㈱（空港連絡鉄道線） 

和歌山県（和歌山港線） 

西日本鉄道㈱（天神大牟田線） 

 

【豪雨対策】 

北海道旅客鉄道㈱（宗谷線、室蘭線） 

京成電鉄㈱（本線） 

阪急電鉄㈱（今津線） 

南海電気鉄道㈱（高野線） 

近畿日本鉄道㈱（大阪線） 

四国旅客鉄道㈱（予讃線、土讃線） 

 

【浸水対策】 

東急電鉄㈱（田園都市線、東横線、目黒線） 

 

【踏切保安設備整備】 

四国旅客鉄道㈱（予讃線、徳島線） 

西武鉄道㈱（拝島線、国分寺線、多摩湖線、池袋線、新宿線） 

新京成電鉄㈱（新京成線） 

京王電鉄㈱（京王線） 

上毛電気鉄道㈱（上毛線） 

秩父鉄道㈱（秩父本線） 

小湊鉄道㈱（小湊鉄道線） 

関東鉄道㈱（常総線） 

名古屋鉄道㈱（名古屋本線、瀬戸線、犬山線） 

南海電気鉄道㈱（南海本線、高野線、加太線） 

神戸電鉄㈱（有馬線、三田線） 

能勢電鉄㈱（妙見線） 

 

【地域鉄道安全対策】 

三陸鉄道㈱ 

青森県 

秋田内陸縦貫鉄道㈱ 

ＩＧＲいわて銀河鉄道㈱ 

会津鉄道㈱ 

阿武隈急行㈱ 

弘南鉄道㈱ 

由利高原鉄道㈱ 

津軽鉄道㈱ 

福島交通㈱ 

しなの鉄道㈱ 

富山地方鉄道㈱ 

えちごトキめき鉄道㈱ 

894 

261 

200 

200 

178 

55 

 

3,828 

300 

100 

29 

250 

2,389 

 

260 

150 

350 

 

649 

39 

300 

100 

15 

179 

16 

 

56 

56 

 

472 

2 

269 

9 

24 

20 

26 

18 

10 

39 

43 

8 

4 

 

6,967 

267 

64 

246 

426 

18 

252 

43 

16 

11 

70 

222 

249 

177 
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北越急行㈱ 

長野電鉄㈱ 

北陸鉄道㈱ 

万葉線㈱ 

上田電鉄㈱ 

秩父鉄道㈱ 

関東鉄道㈱ 

わたらせ渓谷鉄道㈱ 

小湊鉄道㈱ 

上信電鉄㈱ 

いすみ鉄道㈱ 

富士急行㈱ 

上毛電気鉄道㈱ 

江ノ島電鉄㈱ 

銚子電気鉄道㈱ 

伊豆箱根鉄道㈱ 

長良川鉄道㈱ 

大井川鐵道㈱ 

えちぜん鉄道㈱ 

三岐鉄道㈱ 

樽見鉄道㈱ 

伊豆箱根鉄道㈱ 

明知鉄道㈱ 

豊橋鉄道㈱ 

伊勢鉄道㈱ 

遠州鉄道㈱ 

静岡鉄道㈱ 

岳南電車㈱ 

近江鉄道㈱ 

阪堺電気軌道㈱ 

叡山電鉄㈱ 

北条鉄道㈱ 

京福電気鉄道㈱ 

水間鉄道㈱ 

紀州鉄道㈱ 

井原鉄道㈱ 

広島電鉄㈱ 

若桜町・八頭町 

土佐くろしお鉄道㈱ 

高松琴平電気鉄道㈱ 

とさでん交通㈱ 

筑豊電気鉄道㈱ 

甘木鉄道㈱ 

長崎電気軌道㈱ 

 

【ホームドア整備】 

西日本旅客鉄道㈱(京都駅、明石駅、西明石駅) 

東武鉄道㈱(小菅駅、五反野駅、梅島駅、蒲生駅) 

阪神電気鉄道㈱(大阪梅田駅)  

 

計 

167 

36 

114 

127 

195 

409 

13 

10 

86 

22 

35 

315 

25 

21 

14 

135 

12 

193 

136 

11 

64 

160 

17 

151 

58 

132 

99 

66 

253 

181 

39 

14 

336 

72 

13 

139 

177 

80 

333 

143 

88 

70 

116 

29 

 

900 

438 

258 

204 

 

 13,766 

（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。 



埼 玉 県

官 庁 営 繕 部



令和３年度当初予算　官庁営繕部箇所別調書

埼玉県 （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 税務大学校和光校舎 和光市 199 天井耐震対策

合　　計 199



埼 玉 県

不動産・建設経済局



埼玉県
事業費

20.048

埼玉県 20.048

事業名 事業主体 備考

令和３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）

社会資本整備円滑化地籍整備事業 川越市

計



令和３年度当初予算　社会資本整備総合交付金の配分

（埼玉県）
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

八潮南部西地区における快適で
住みやすい市街地形成

埼玉県 460,905 

地域と連携した河川環境の創出 埼玉県 110,000 

埼玉県流域下水道整備計画 埼玉県 604,633 

埼玉県流域下水道整備計画（重
点計画）

埼玉県 50,000 

都市基盤が整備された良好な市
街地の形成

埼玉県,熊谷市,飯能市,加須市,深谷市,蕨
市,入間市,和光市,新座市,北本市,八潮市,
富士見市,坂戸市,日高市,白岡市,羽生市

1,189,051 

所沢駅周辺地区整備計画（第２
期）

所沢市,埼玉県 369,039 

大観光時代に対応した広域的観
光活性化計画（重点③）

埼玉県 511,200 

縦横に延びる広域交通ネット
ワークの要衝を活かした群馬・
埼玉の広域的産業・物流活性化
計画

埼玉県 475,650 

地域の魅力と活力を高める市町
村道等の整備

所沢市,飯能市,東松山市,春日部市,狭山市,
越谷市,戸田市,入間市,久喜市,北本市,三郷
市,嵐山町,宮代町,杉戸町,秩父市,桶川市,
鶴ヶ島市,吉川市,深谷市,草加市,新座市,上
尾市,富士見市,坂戸市

713,983 

高規格道路を軸とした産業基盤
へのアクセス強化に資する円滑
な道路の整備

埼玉県,新座市,鶴ヶ島市,三芳町,羽生市,嵐
山町,富士見市

2,043,438 

幹線道路や駅等を軸とした広域
連携強化に資する円滑な道路の
整備

埼玉県 230,752 

身近な生活道路の安心・安全を
確保する市町村道等の整備（第
３期）

行田市,加須市,本庄市,狭山市,上尾市,嵐山
町,美里町,寄居町,杉戸町,坂戸市,横瀬町,
上里町

50,838 

埼玉県地域住宅等整備計画（重
点計画）

埼玉県 114,296 



（埼玉県）
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

埼玉県地域住宅等整備計画 埼玉県 144,966 

埼玉県地域住宅等整備計画(重点
計画)(第４期)

埼玉県 161,964 

埼玉県地域住宅等整備計画(第４
期)

埼玉県,川越市,熊谷市,行田市,秩父市,所沢
市,飯能市,本庄市,春日部市,狭山市,深谷
市,越谷市,蕨市,戸田市,三郷市,日高市,越
生町,小鹿野町,上里町,寄居町,杉戸町,久喜
市,坂戸市,富士見市,加須市,八潮市,白岡
市,東松山市,小川町

3,567,832 

活力ある都市活動を支える都市
基盤の整備（第2期）

さいたま市 3,883,087 

大宮駅周辺地区（第2期）都市再
生整備計画

さいたま市 708,300 

さいたま市における緑の保全と
創出（第３期）

さいたま市 64,500 

川越市公共下水道の整備 川越市 34,000 

快適な基盤を備えた魅力あるま
ちづくりの推進

川越市 104,903 

上石第一地区都市再生整備計画 熊谷市 35,183 

熊谷市公共下水道計画（重点計
画）

熊谷市 443,300 

上之地区都市再生整備計画 熊谷市 4,825 

川口市市街地再開発事業等整備
計画																					

川口市 398,175 

川口市社会資本総合整備重点計
画（Ｈ２９～Ｒ３）

川口市 262,450 



（埼玉県）
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

川口市社会資本総合整備計画
（Ｈ２９～Ｒ３）

川口市 1,089,447 

「河川がきれいなまちづくり」
の実現そのⅡ（重点計画）

行田市 83,655 

所沢市都市公園等整備計画（第
２期）

所沢市 10,000 

生活環境の改善と公共用水域の
水質保全＜第２期＞

所沢市 187,000 

住みよい市街地の基盤形成（第2
期）

飯能市 50,467 

飯能市公共下水道（第2期）（重
点計画）

飯能市 22,500 

加須市における豊かな自然と調
和するまちづくり

加須市 137,500 

本庄市公共下水道整備事業計画
（重点計画）

本庄市 541,000 

東松山市における公共下水道の
整備（第２期）

東松山市 29,250 

春日部公共下水道の整備計画 春日部市 16,700 

快適で衛生的な住環境及び大雨
時に安心なまちづくりの実現
（第２期）

狭山市 29,000 

羽生市における循環のみちの実
現第2期（重点計画）

羽生市 85,300 

鴻巣市における循環のみちの実
現（重点計画）（第３期）

鴻巣市 103,000 

鴻巣市における重点都市基盤整
備計画（第２期）

鴻巣市 306,035 



（埼玉県）
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

中心市街地としての機能的かつ
快適な市街地の形成

深谷市 87,959 

深谷市公共下水道事業の推進 深谷市 258,330 

上尾市における快適な生活環境
の実現（その２）（重点計画）

上尾市 285,000 

松原団地建替事業に伴う良好な
住環境整備によるまちづくり

草加市 90,614 

新田駅周辺地区における都市基
盤整備

草加市 603,185 

北部副次核形成地区（第４期）
都市再生整備計画事業

越谷市 310,833 

蕨駅西口地区整備計画 蕨市 7,950 

蕨市における水の安全・安心基
盤整備（その４）

蕨市 14,000 

戸田市の住みよい環境整備 戸田市 273,000 

住宅市街地における住環境の向
上

戸田市 15,804 

市民に親しまれる都市公園の整
備事業

入間市 20,000 

朝霞市における下水道整備 朝霞市 2,000 

和光市特別緑地保全地区整備計
画

和光市 12,000 

新座市における持続的な快適環
境の実現にむけて

新座市 85,000 



（埼玉県）
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

桶川駅東口周辺地区都市再生整
備計画

桶川市 19,200 

桶川市における公共下水道の未
普及解消と予防保全＜第二期＞

桶川市 25,000 

東鷲宮駅周辺地区都市再生整備
計画（第2期）

久喜市 19,000 

久喜市における公共下水道計画
（第3期）

久喜市 208,000 

北本市における下水道整備計画
２０２０（重点計画）

北本市 6,500 

八潮市における快適で住みやす
い市街地づくり

八潮市 106,607 

八潮市における循環のみちの実
現２０１８

八潮市 434,200 

安全・安心、快適な地域をつく
る人のまち

富士見市 45,000 

三郷市における循環のみち創造
計画2020～2024（重点計画）

三郷市 300,000 

みさと団地地区都市再生整備計
画

三郷市 108,000 

蓮田市中心市街地地区都市再生
整備計画

蓮田市 40,210 

健全かつ良好なまちづくりの形
成（第二期）

坂戸市 38,086 

健全かつ良好なまちづくりの形
成

坂戸市 7,000 

幸手市公共下水道事業の推進 幸手市 60,000 



（埼玉県）
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

幸手駅周辺地区における交通環
境の改善とにぎわいのある交通
結節点の形成

幸手市 35,997 

日高市公共下水道整備計画 日高市 196,000 

吉川市公共下水道（汚水）の推
進（重点計画）

吉川市 54,740 

ふじみ野市における公共下水道
の整備計画

ふじみ野市 4,700 

大井弁天の森特別緑地保全地区
整備計画（第２期）

ふじみ野市 9,000 

白岡市快適な住環境の整備促進 白岡市 93,000 

武蔵嵐山駅西口地区都市再生整
備計画

嵐山町 1,000 

小川町における公共下水道の普
及促進（重点計画）

小川町 105,000 

吉見町における快適な生活環境
の実現（重点計画）

吉見町 7,000 

横瀬町における下水道の普及促
進（重点計画）

横瀬町 34,000 

美里町における汚水処理施設統
合事業

美里町 64,500 

上里町における公共下水道整備
（その２）（重点計画）

上里町 16,000 

寄居町における生活環境の快適
性を高める下水のみちづくり
（重点計画）その２

寄居町 60,000 

みやしろの都市基盤における水
環境の安全と安心の創造

宮代町 8,000 



（埼玉県）
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

杉戸町における公共下水道整備
促進事業

杉戸町 20,500 

坂戸市、鶴ヶ島市における公共
下水道計画（第2期）（重点計
画）

坂戸、鶴ヶ島下水道組合 1,009,090 

毛呂山・越生・鳩山公共下水道
事業Ⅱ（重点計画）

毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合 84,300 

皆野町と長瀞町の水環境保全 皆野・長瀞下水道組合(普通会計分） 10,600 

24,724,029 

※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３年度当初予算　社会資本整備総合交付金の配分

（埼玉県）
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

埼玉県道路インフラメンテナン
ス計画（防災・安全）

埼玉県,川越市,熊谷市,行田市,秩父市,所沢
市,飯能市,加須市,本庄市,東松山市,春日部
市,狭山市,羽生市,鴻巣市,深谷市,上尾市,
草加市,越谷市,蕨市,戸田市,入間市,朝霞
市,志木市,和光市,新座市,桶川市,久喜市,
北本市,八潮市,富士見市,三郷市,蓮田市,坂
戸市,幸手市,鶴ヶ島市,日高市,吉川市,ふじ
み野市,白岡市,伊奈町,三芳町,毛呂山町,越
生町,滑川町,嵐山町,小川町,川島町,吉見
町,鳩山町,ときがわ町,横瀬町,皆野町,長瀞
町,小鹿野町,東秩父村,美里町,神川町,上里
町,寄居町,宮代町,杉戸町,松伏町

96,986 

土砂災害対策の推進（防災・安
全）

埼玉県 193,893 

埼玉県流域下水道整備計画（防
災・安全）

埼玉県 7,157,991 

埼玉県流域下水道整備計画（防
災・安全）（重点計画）

埼玉県 861,266 

埼玉県における治水対策の推進
と豊かな環境の創出（防災・安
全）

埼玉県,行田市,戸田市,上尾市,坂戸市,桶川
市,羽生市,川越市,三郷市,東松山市,吉見
町,富士見市,朝霞市,春日部市,川口市,日高
市,和光市,入間市,神川町,さいたま市,幸手
市,白岡市,所沢市,八潮市,吉川市,寄居町,
嵐山町

634,000 

埼玉県における治水対策の推進
と豊かな環境の創出（防災・安
全）緊急対策

埼玉県,春日部市,行田市 1,246,000 

埼玉県安全・安心で災害に強い
都市公園整備の推進（防災・安
全）

埼玉県 226,000 

埼玉県住宅・建築物安全ストッ
ク形成事業等整備計画（防災・
安全）（R3～R7）

埼玉県,川越市,熊谷市,行田市,所沢市,飯能
市,加須市,本庄市,東松山市,春日部市,狭山
市,羽生市,深谷市,上尾市,草加市,越谷市,
蕨市,戸田市,入間市,朝霞市,志木市,和光
市,新座市,桶川市,久喜市,北本市,八潮市,
富士見市,三郷市,蓮田市,坂戸市,幸手市,
鶴ヶ島市,日高市,吉川市,白岡市,伊奈町,毛
呂山町,越生町,嵐山町,小川町,川島町,吉見
町,ときがわ町,横瀬町,皆野町,長瀞町,小鹿
野町,上里町,寄居町,宮代町,杉戸町

435,162 



（埼玉県）
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

埼玉県道路計画（防災・安全）

埼玉県,熊谷市,飯能市,加須市,本庄市,東松
山市,春日部市,狭山市,上尾市,草加市,越谷
市,戸田市,朝霞市,志木市,新座市,桶川市,
富士見市,坂戸市,幸手市,吉川市,伊奈町,三
芳町,毛呂山町,越生町,嵐山町,ときがわ町,
皆野町,神川町,上里町,寄居町,宮代町,和光
市,松伏町,滑川町,鳩山町,美里町,杉戸町,
八潮市,白岡市,小鹿野町,ふじみ野市,川島
町,日高市

150,855 

埼玉県未就学児等の交通安全緊
急対策（防災・安全）

埼玉県,鴻巣市,草加市,本庄市,桶川市 456,483 

埼玉県地域住宅等整備計画(防
災・安全)(第４期)

埼玉県,熊谷市,行田市,秩父市,飯能市,本庄
市,羽生市,深谷市,入間市,坂戸市,日高市,
毛呂山町,越生町,長瀞町

250,651 

埼玉県通学路安全対策の推進
（防災・安全）

埼玉県,川越市,熊谷市,所沢市,飯能市,加須
市,本庄市,春日部市,羽生市,草加市,越谷
市,入間市,朝霞市,桶川市,久喜市,北本市,
三郷市,蓮田市,坂戸市,ふじみ野市,越生町,
小川町,川島町,鳩山町,横瀬町,東秩父村,寄
居町,東松山市,上里町,志木市,松伏町

1,247,173 

国土強靭化地域計画に資する道
路の整備

埼玉県,熊谷市,上里町,三芳町,三郷市 914,457 

生活空間における交通安全対策
（防災・安全）

さいたま市 227,272 

さいたま市における緑の保全と
創出（第３期）（防災・安全）

さいたま市 65,200 

さいたま市におけるグリーンイ
ンフラの創出（防災・安全）
【重点】

さいたま市 117,150 

さいたま市地域住宅整備計画
（防災・安全）

さいたま市 933,455 

さいたま市における浸水被害の
軽減を図る治水対策の推進＜第
２期＞（防災・安全）

さいたま市 79,000 

主要渋滞箇所対策におけるICア
クセス道路等の整備（第２期）
（重点計画）（防災・安全）

さいたま市 304,405 

さいたま市の安全な都市をつく
る下水道整備＜第3期＞（防災・
安全）

さいたま市 170,230 



（埼玉県）
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

さいたま市の安全な都市をつく
る下水道整備＜第3期＞（防災・
安全）（重点計画）

さいたま市 73,000 

安心・安全なみちづくり（第２
期）（防災・安全）

さいたま市 308,887 

さいたま市における安全・安心
な居住環境の整備（第三期)(防
災・安全）

さいたま市 107,696 

川越市公共下水道の整備（防
災・安全）

川越市 9,000 

災害に強く、安全な都市環境整
備の推進　第２期

川越市 52,609 

安心安全を実感できるまち　く
まがや（その３）

熊谷市 52,200 

川口市社会資本総合整備重点計
画（防災・安全）（Ｈ２９～Ｒ
３）

川口市 278,820 

川口市社会資本総合整備計画
（防災・安全）（Ｈ２９～Ｒ
３）

川口市 1,029,963 

「生活基盤が充実した便利で快
適なまちづくり」の実現 そのⅡ
（防災・安全）

行田市 11,008 

秩父市における下水道ストック
マネジメント計画（第1期）（防
災・安全）

秩父市 23,000 

秩父市宅地耐震化推進事業 秩父市 3,500 

防災の街づくりを目指す所沢市
の下水道＜第２期＞（防災・安
全）

所沢市 39,000 

飯能市公共下水道（第2期）（防
災・安全）

飯能市 350,530 

本庄市における下水道整備を通
じた防災・安全のまちづくり

本庄市 3,000 



（埼玉県）
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

本庄市における下水道整備を通
じた防災・安全のまちづくり
（重点計画）

本庄市 5,000 

東松山市における水質保全及び
良好な生活環境の推進（防災・
安全）（第３期）（重点計画）

東松山市 40,000 

東松山市における水質保全及び
良好な生活環境の推進（防災・
安全）（第３期）

東松山市 22,100 

東松山市安全・安心な都市公園
づくり(防災・安全）

東松山市 17,000 

春日部市災害につよい街づくり
（重点計画）

春日部市 98,000 

春日部市災害につよい街づくり 春日部市 9,435 

狭山市公共下水道（雨水）の整
備・改良（防災・安全）（重点
計画）

狭山市 74,000 

狭山市における安全で安心な暮
らしを守る計画的な水質改善と
総合的な地震対策の推進（第２
期）

狭山市 29,700 

羽生市における循環のみちの防
災･安全の実現第2期

羽生市 91,400 

鴻巣市における循環のみちの実
現（防災・安全）（第２期）
（重点計画）

鴻巣市 229,000 

鴻巣市における安全・安心のま
ちづくり計画（防災・安全）
（第２期）

鴻巣市 8,575 

鴻巣市における循環のみちの実
現（防災・安全）（第２期）

鴻巣市 91,800 

深谷市宅地耐震化推進事業 深谷市 1,250 

上尾市における安心・安全な水
環境の整備（その２）（重点計
画）

上尾市 35,000 



（埼玉県）
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

上尾市における安心・安全な水
環境の整備（その２）

上尾市 39,000 

草加市における浸水対策基盤整
備・下水道施設の総合地震対策
及び改築更新計画

草加市 98,221 

草加市安全・安心な都市公園づ
くり（防災・安全）

草加市 9,300 

越谷市安全・安心な都市公園づ
くり（防災・安全）

越谷市 80,000 

安全で安心な水環境をつくる
（防災・安全）

越谷市 229,005 

市街地環境の整備改善（防災・
安全）

蕨市 9,149 

蕨市における下水道の防災・安
全基盤整備（その2）（重点計
画）

蕨市 32,000 

蕨市における下水道の防災・安
全基盤整備（その３）

蕨市 5,400 

戸田市の安全・安心な都市づく
り（防災・安全）

戸田市 215,141 

戸田市の安全・安心な水環境の
整備（重点計画）

戸田市 500,000 

入間市における安全・安心・快
適なまちづくり（防災・安全）

入間市 35,000 

朝霞市における下水道整備（防
災・安全）

朝霞市 2,328 

朝霞市における下水道整備（防
災・安全）（重点計画）

朝霞市 100,000 

志木市の未来を支えるまちづく
りの実現

志木市 83,000 



（埼玉県）
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

和光市宅地耐震化推進事業 和光市 247 

桶川市宅地耐震化推進事業 桶川市 2,500 

久喜市の安全・安心な都市公園
づくり（防災・安全）

久喜市 10,000 

北本市における下水道整備計画
２０２０（防災・安全）（重点
計画）

北本市 5,000 

北本市宅地耐震化推進事業 北本市 1,186 

八潮市における下水道施設の地
震対策（防災・安全）（重点計
画）

八潮市 33,550 

八潮市における浸水対策基盤の
推進２０２１

八潮市 277,590 

安全・安心、快適な地域をつく
る人のまち（防災・安全）

富士見市 27,600 

水谷東地区防災公園整備事業 富士見市 12,600 

暮らしを守る総合的な下水道事
業（防災・安全）

三郷市 33,000 

三郷市安全・安心な公園づくり
（防災・安全）

三郷市 5,000 

黒浜緑地整備計画 蓮田市 33,500 

吉川市公共下水道事業（防災・
安全）

吉川市 19,499 

吉川市公共下水道（雨水）の推
進（防災・安全）（重点計画）

吉川市 89,400 



（埼玉県）
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

ふじみ野市における市民の住環
境の向上（第２期）（防災・安
全）

ふじみ野市 6,600 

白岡市災害に強いまちづくり整
備計画

白岡市 13,200 

白岡市安全・安心な都市公園づ
くり（防災・安全）

白岡市 6,000 

白岡市宅地耐震化推進事業 白岡市 700 

伊奈町における下水道施設の防
災対策

伊奈町 7,400 

快適で持続可能な環境基盤の整
備（防災・安全）

三芳町 8,000 

毛呂山町　中心市街地不燃化促
進計画

毛呂山町 2,375 

下水道施設の安全安心なまちづ
くり　らんざん

嵐山町 5,000 

小川町宅地耐震化推進事業（防
災・安全）

小川町 13,964 

川島町における水の安全の実現
（防災・安全）（重点計画）

川島町 170,000 

川島町における水の安全の実現
（防災・安全）

川島町 6,300 

鳩山町宅地耐震化推進事業 鳩山町 3,200 

横瀬町宅地耐震化推進事業 横瀬町 1,500 

美里町宅地耐震化推進事業 美里町 1,738 



（埼玉県）
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

神川町宅地耐震化推進事業 神川町 1,150 

坂戸市、鶴ヶ島市における公共
下水道計画（防災・安全）（重
点計画）

坂戸、鶴ヶ島下水道組合 338,700 

毛呂山・越生・鳩山公共下水道
組合水再生計画Ⅲ

毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合 114,950 

皆野町と長瀞町の施設の長寿命
化

皆野・長瀞下水道組合(普通会計分） 39,930 

21,591,025 

※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


