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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：山梨県 (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 南部町～市川三郷町 中部横断自動車道（富沢～六郷） 4,419

改築 国道20号 大月市 大月バイパス 965

改築 国道20号 大月市、甲州市 新笹子トンネル改修 250

改築 国道20号 笛吹市～甲府市  新山梨環状道路（広瀬～桜井） 1,090

改築 国道20号 甲斐市 新山梨環状道路(北部区間) 60

改築 国道52号 甲府市 上石田改良 300

改築 国道138号 富士吉田市 新屋拡幅 505

改築 国道139号 都留市 都留バイパス 100

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：山梨県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

四方津地区歩道整備（上野原市） 150

初狩地区歩道整備（大月市） 39

広瀬交差点改良（笛吹市） 78

三社神社入口交差点改良（甲斐市） 48

一ッ谷交差点改良（韮崎市） 57

交通安全 国道52号 南部町 山梨52号交通安全対策 20 万沢地区歩道整備 20

明神前歩道整備 20

山中湖自転車歩行者道整備 102

交通安全 国道139号 富士吉田市 山梨139号交通安全対策 48 上暮地歩道整備 48

路線名 備考

交通安全 国道20号
上野原市、
大月市、笛吹市、
甲斐市、韮崎市

山梨20号交通安全対策 372

交通安全 国道138号 山中湖村 山梨138号交通安全対策 122



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：山梨県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

甲府電線共同溝（甲府市） 204

甲府住吉電線共同溝（甲府市） 162

甲府国母電線共同溝（甲府市、昭和町） 10

甲府徳行電線共同溝（甲府市、甲斐市） 145

甲斐電線共同溝（甲斐市） 194

本栖精進電線共同溝（富士河口湖町） 90

鳴沢電線共同溝（鳴沢村） 100

富士北麓（２）電線共同溝（鳴沢村、富士河口湖町） 220

富士北麓電線共同溝（富士河口湖町、富士吉田市） 36

富士河口湖町、
鳴沢村、富士吉
田市

山梨139号電線共同溝 446

路線名

国道20号
甲府市、甲斐市、
昭和町

山梨20号電線共同溝 715

電線共同溝

備考

電線共同溝

国道139号



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：山梨県 (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 甲府市 新山梨環状道路(東部区間) 853 新山梨環状道路

改築 国道140号 甲府市、笛吹市 新山梨環状道路(東部区間Ⅱ期) 3,200 新山梨環状道路

改築 国道411号 甲府市 和戸ＩＣアクセス 300

改築 国道140号 甲府市 桜井ＩＣアクセス 40

改築 （都） 高畑町昇仙峡線 甲府市 Ⅱ期工区 241

改築 （都） 和戸町竜王線 甲府市 城東～中央5丁目工区 400

改築 （都） 和戸町竜王線 甲府市 中央4丁目工区 189

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：山梨県 (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139号 小菅村 田元地内 20

土砂災害対策 国道469号 南部町 万沢地内 30

土砂災害対策 (主) 上野原丹波山線 上野原市 棡原地内 56

土砂災害対策 (主) 都留道志線 都留市 大野地内 5

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：山梨県 (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 山梨県 山梨県無電柱化推進計画事業 4,454

(一)天神平甲府線(塚原ICアクセス)〔甲府市〕、(一)富士河口
湖富士線(船津工区)〔富士河口湖町〕、(国)141号(南下条工
区)〔韮崎市〕、(一)身延線(身延2工区)〔身延町〕、(国)141号
(清里工区)〔北杜市〕、(都)新環状・緑が丘アクセス線〔甲府
市〕、(都)大手二丁目浅原橋線(柳町工区)〔甲府市〕、(都)太
田町蓬沢線ほか2路線(遠光寺東)〔甲府市〕、(都)山梨市駅
南線ほか1路線(1期)〔山梨市〕、(都)田富町敷島線(電共1工
区)〔甲斐市〕、(都)田富町敷島線(富竹2期)〔甲斐市〕、(都)田
富町敷島線(仲新居)〔甲斐市〕、(都)田富町敷島線(富竹1期)
〔甲斐市〕、(都)大手二丁目浅原橋線(中央四丁目工区)〔甲
府市〕、(都)島上条山宮線〔甲斐市〕、(都)滝坂下今井線〔甲
斐市〕

無電柱化推進計画事業 甲府市 山梨県無電柱化推進計画事業 20 (都)城東三丁目敷島線(伊勢工区)ほか1路線

無電柱化推進計画事業 大月市 山梨県無電柱化推進計画事業 304 (都)大月駅裏通り線



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：山梨県 (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 山梨県 橋梁長寿命化修繕計画 5,495 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 山梨県 トンネル長寿命化修繕計画 1,195 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 山梨県 道路附属物等長寿命化修繕計画 136 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 甲府市 橋梁長寿命化修繕計画 141 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 富士吉田市 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 都留市 橋梁長寿命化修繕計画 98 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 山梨市 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 大月市 橋梁長寿命化修繕計画 42 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 韮崎市 橋梁長寿命化修繕計画 163 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 韮崎市 トンネル長寿命化修繕計画 10 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 南アルプス市 橋梁長寿命化修繕計画 80 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 北杜市 橋梁長寿命化修繕計画 89 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：山梨県 (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 北杜市 トンネル長寿命化修繕計画 20 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 甲斐市 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 笛吹市 橋梁長寿命化修繕計画 166 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 上野原市 橋梁長寿命化修繕計画 85 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 甲州市 橋梁長寿命化修繕計画 75 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 中央市 橋梁長寿命化修繕計画 23 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 市川三郷町 トンネル長寿命化修繕計画 39 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 早川町 橋梁長寿命化修繕計画 116 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 身延町 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 南部町 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 富士川町 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 昭和町 橋梁長寿命化修繕計画 10 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 道志村 橋梁長寿命化修繕計画 17 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：山梨県 (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 西桂町 橋梁長寿命化修繕計画 30 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 忍野村 橋梁長寿命化修繕計画 8 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 富士河口湖町 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 小菅村 橋梁長寿命化修繕計画 5 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 丹波山村 橋梁長寿命化修繕計画 3 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

山梨県 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

山梨県橋梁長寿命化修繕計画

山梨県 富士河口湖町 富士河口湖富士線 河口湖大橋取付橋（２） 橋梁 修繕

山梨県 大月市 金山大月線 無名３号橋 橋梁 修繕

山梨県 山梨市 国道１４０号 無名２号橋２(下釜口橋) 橋梁 修繕

山梨県 甲府市 甲府山梨線 甲府跨線橋 橋梁 修繕

山梨県 富士河口湖町 国道３００号 無名１号橋５ 橋梁 修繕

山梨県 身延町 国道３００号 大黒沢橋 橋梁 修繕

山梨県 身延町 栃代常葉線 栃代川三ノ橋 橋梁 修繕

山梨県 身延町 市川三郷身延線 御寺沢橋 橋梁 修繕

山梨県 身延町 国道３００号 かんばん沢橋 橋梁 修繕

山梨県 山梨市 国道１４０号 無名１号橋３ 橋梁 修繕

山梨県 南部町 大向福士線 下山子沢橋 橋梁 修繕

山梨県 韮崎市 韮崎南アルプス中央線 割羽沢川橋 橋梁 修繕

山梨県 山梨市 国道１４０号 無名３号橋２(赤川橋) 橋梁 修繕

山梨県 甲府市 甲府韮崎線 無名４号橋８（湯川橋) 橋梁 修繕

山梨県 山梨市 国道１４０号 無名４号橋２(弟川橋) 橋梁 修繕

山梨県 身延町 市川三郷身延線 大久保沢橋 橋梁 修繕

山梨県 甲斐市 甲府韮崎線 東川橋 橋梁 修繕

山梨県 南アルプス市 県民の森公園線 城山橋（栓口橋） 橋梁 修繕

山梨県 富士吉田市 国道１３７号 大松橋 橋梁 修繕

山梨県 上野原市 上野原丹波山線 山王橋 橋梁 修繕

山梨県 甲府市 中下条甲府線 金竹跨線橋 橋梁 修繕

山梨県 上野原市 上野原丹波山線 宮沢橋 橋梁 修繕

山梨県 富士河口湖町 河口湖精進線 馬場川橋 橋梁 修繕

山梨県 南部町 大向福士線 猿音橋 橋梁 修繕

山梨県 小菅村 国道１３９号 山沢橋 橋梁 修繕

山梨県 富士河口湖町 河口湖精進線 風の橋 橋梁 修繕

山梨県 富士河口湖町 河口湖精進線 新生橋 橋梁 修繕

山梨県 都留市 都留道志線 源橋 橋梁 修繕

山梨県 甲府市 甲府韮崎線 水道橋 橋梁 修繕

山梨県 小菅村 上野原丹波山線 長作橋 橋梁 修繕

山梨県 大月市 国道１３９号 山谷橋 橋梁 修繕

山梨県 富士河口湖町 河口湖精進線 林の橋 橋梁 修繕

山梨県 富士河口湖町 河口湖精進線 柳原橋 橋梁 修繕

山梨県 甲斐市 甲府韮崎線 六反川橋 橋梁 修繕

山梨県 身延町 湯之奧上之平線 神泉橋 橋梁 修繕

山梨県 南アルプス市 県民の森公園線 中尾橋 橋梁 修繕

山梨県 甲府市 甲府精進湖線 三両橋 橋梁 修繕

山梨県 富士河口湖町 河口湖精進線 火の橋 橋梁 修繕

山梨県 身延町 折門古関線 宮前橋 橋梁 修繕

山梨県 身延町 折門古関線 和合橋 橋梁 修繕

山梨県 大月市 金山大月線 昭和橋 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

山梨県 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

山梨県 身延町 折門古関線 湖仙橋 橋梁 修繕

山梨県 市川三郷町 笛吹市川三郷線 中山橋 橋梁 修繕

山梨県 甲府市 国道３５８号 見返橋 橋梁 修繕

山梨県 身延町 折門古関線 大森橋 橋梁 修繕

山梨県 富士河口湖町 富士河口湖富士線 河口湖大橋取付橋（３） 橋梁 修繕

山梨県 身延町 折門古関線 栄橋 橋梁 修繕

山梨県 北杜市 日野春停車場線 平成橋 橋梁 修繕

山梨県 都留市 四日市場上野原線 矢崎橋 橋梁 修繕

山梨県 身延町 古関割子線 駿道橋 橋梁 修繕

山梨県 大月市 浅川瀬戸線 浅川橋 橋梁 修繕

山梨県 身延町 山保久那土線 熊沢橋 橋梁 修繕

山梨県 富士河口湖町 富士河口湖富士線 河口湖大橋取付橋（１） 橋梁 修繕

山梨県 身延町 甲斐常葉停車場線 常葉橋 橋梁 修繕

山梨県 都留市 四日市場上野原線 落合橋 橋梁 修繕

山梨県 丹波山村 国道４１１号 信玄桟道橋 橋梁 修繕

山梨県 丹波山村 国道４１１号 滝口橋 橋梁 修繕

山梨県 上野原市 四日市場上野原線 板崎橋 橋梁 修繕

山梨県 笛吹市 白井甲州線 八代橋 橋梁 修繕

山梨県 甲斐市 甲府昇仙峡線 長潭橋 橋梁 更新

山梨県 南アルプス市 南アルプス公園線 荒川橋 橋梁 修繕

山梨県 上野原市 上野原丹波山線 日寄橋 橋梁 修繕

山梨県 北杜市 北杜富士見線 高川橋 橋梁 修繕

山梨県 南アルプス市 桃園市之瀬線 榊橋 橋梁 修繕

山梨県 丹波山村 国道４１１号 余慶橋 橋梁 修繕

山梨県 身延町 国道３００号 小淵沢橋 橋梁 修繕

山梨県 富士川町 十谷鬼島線 新不動橋 橋梁 修繕

山梨県 小菅村 国道１３９号 小菅橋 橋梁 更新

山梨県 山梨市 国道１４０号 新西川橋 橋梁 修繕

山梨県 韮崎市 韮崎南アルプス中央線 小桐橋 橋梁 修繕

山梨県 都留市 戸沢谷村線 中野橋 橋梁 修繕

山梨県 上野原市 上野原丹波山線 飯尾２号桟道橋 橋梁 修繕

山梨県 笛吹市 笛吹市川三郷線 鳥坂橋 橋梁 修繕

山梨県 大月市 桑西下真木線 小佐野橋 橋梁 修繕

山梨県 南アルプス市 桃園市之瀬線 曲輪田橋 橋梁 修繕

山梨県 韮崎市 須玉中田線 桐木橋 橋梁 修繕

山梨県 大月市 国道１３９号 大沢橋 橋梁 修繕

山梨県 甲府市 国道３５８号 五十五橋 橋梁 修繕

山梨県 甲府市 国道３５８号 山葵沢橋 橋梁 修繕

山梨県 丹波山村 国道４１１号 樅尾根橋 橋梁 修繕

山梨県 都留市 四日市場上野原線 与縄橋 橋梁 修繕

山梨県 山梨市 国道１４０号 白沢橋 橋梁 修繕

山梨県 韮崎市 韮崎南アルプス中央線 八幡沢川橋 橋梁 修繕

山梨県 身延町 国道３００号 新常葉川橋 橋梁 修繕
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山梨県 南アルプス市 桃園市之瀬線 新万年橋 橋梁 修繕

山梨県 北杜市 日野春停車場線 日野橋 橋梁 修繕

山梨県 北杜市 須玉中田線 桐木北橋 橋梁 修繕

山梨県 甲州市 国道４１１号 大日影橋 橋梁 修繕

山梨県 上野原市 上野原丹波山線 飯尾１号桟道橋 橋梁 修繕

山梨県 甲州市 白井甲州線 西広門田橋 橋梁 修繕

山梨県 上野原市 上野原あきる野線 棡原大橋 橋梁 修繕

山梨県 上野原市 上野原あきる野線 鏡渡橋 橋梁 修繕

山梨県 甲府市 国道３５８号 山の神橋 橋梁 修繕

山梨県 甲府市 中下条甲府線 長松寺橋 橋梁 更新

山梨県 北杜市 日野春停車場線 富岡橋 橋梁 修繕

山梨県 山梨市 国道１４０号 円川二之橋 橋梁 修繕

山梨県 甲州市 国道４１１号 新千野橋 橋梁 修繕

山梨県 甲府市 国道３５８号 芦川大橋 橋梁 修繕

山梨県 山梨市 三日市場南線 亀甲橋 橋梁 修繕

山梨県 南アルプス市 韮崎南アルプス中央線 御勅使上橋 橋梁 修繕

山梨県 大月市 国道１３９号 深城橋 橋梁 修繕

山梨県 韮崎市 韮崎増富線 駒井橋 橋梁 修繕

山梨県 甲州市 国道４１１号 花ノ木橋 橋梁 修繕

山梨県 甲府市 甲府韮崎線 千松橋 橋梁 修繕

山梨県 身延町 下部飯富線 飯富橋 橋梁 修繕

山梨県 甲州市 白井甲州線 新祝橋 橋梁 修繕

山梨県 山梨市 万力小屋敷線 根津橋 橋梁 修繕

山梨県 北杜市 横手日野春停車場線 駒城橋 橋梁 更新

山梨県 上野原市 四日市場上野原線 桂川橋 橋梁 修繕

山梨県 上野原市 四日市場上野原線 桂川橋歩道橋 橋梁 修繕

山梨県 笛吹市 山梨笛吹線 四ノ橋 橋梁 修繕

山梨県 甲府市 国道１４０号 横根跨線橋 橋梁 修繕

山梨県 笛吹市 石和温泉停車場線 鵜飼橋 橋梁 修繕

山梨県 中央市 韮崎南アルプス中央線 豊積橋 橋梁 修繕

山梨県 山梨市 国道１４０号 鶏冠山大橋 橋梁 修繕

山梨県 富士川町 市川三郷富士川線 富士橋 橋梁 更新

山梨県 韮崎市 武田八幡神社線 武田橋 橋梁 修繕

山梨県 山梨市 国道１４０号 西沢大橋 橋梁 修繕

山梨県 富士河口湖町 富士河口湖富士線 河口湖大橋 橋梁 修繕

山梨県 南部町 富士川身延線 御座岩3号桟道橋 橋梁 修繕

山梨県 甲府市 甲府山梨線 舞鶴桟道橋 橋梁 修繕

山梨県 韮崎市 茅野北杜韮崎線 重久1号橋 橋梁 修繕

山梨県 韮崎市 茅野北杜韮崎線 重久2号橋 橋梁 修繕

山梨県 甲州市 大菩薩初鹿野線 3号桟道橋 橋梁 修繕

山梨県 甲州市 大菩薩初鹿野線 嵯峨塩橋 橋梁 修繕

山梨県 甲州市 大菩薩初鹿野線 滝沢橋 橋梁 修繕

山梨県 身延町 湯之奧上之平線 神泉橋(歩道橋) 橋梁 修繕
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山梨県 南アルプス市 韮崎南アルプス富士川線 小笠原橋 橋梁 更新

山梨県 富士川町 韮崎南アルプス富士川線 戸川橋 橋梁 修繕

山梨県トンネル長寿命化修繕計画

山梨県 甲府市 甲府韮崎線 愛宕トンネル トンネル 修繕

山梨県 笛吹市 国道137号 新御坂トンネル トンネル 修繕

山梨県 市川三郷町 国道358号 右左口隧道 トンネル 修繕

山梨県 身延町 市川三郷身延線 大野トンネル トンネル 修繕

山梨県 早川町 南ｱﾙﾌﾟｽ公園線 小之島トンネル トンネル 修繕

山梨県 甲府市 甲府昇仙峡線 覚円隧道 トンネル 修繕

山梨県 早川町 南ｱﾙﾌﾟｽ公園線 河童隧道 トンネル 修繕

山梨県 身延町 国道300号 釜額トンネル（下り線） トンネル 修繕

山梨県 身延町 国道300号 釜額トンネル（上り線） トンネル 修繕

山梨県 山梨市 国道140号 広瀬トンネル トンネル 修繕

山梨県 身延町 国道300号 古関トンネル トンネル 修繕

山梨県 甲府市 甲府韮崎線 酒折トンネル トンネル 修繕

山梨県 早川町 南ｱﾙﾌﾟｽ公園線 笹山隧道 トンネル 修繕

山梨県 北杜市 韮崎増富線 塩川トンネル トンネル 修繕

山梨県 早川町 雨畑大島線 下見原隧道 トンネル 修繕

山梨県 韮崎市 国道141号 七里岩トンネル トンネル 修繕

山梨県 早川町 南ｱﾙﾌﾟｽ公園線 角瀬トンネル トンネル 修繕

山梨県 甲府市 甲府昇仙峡線 仙娥滝隧道 トンネル 修繕

山梨県 笛吹市 国道140号 大蔵経寺山トンネル トンネル 修繕

山梨県 丹波山村 国道411号 丹波山トンネル トンネル 修繕

山梨県 身延町 国道300号 常葉トンネル トンネル 修繕

山梨県 甲州市 国道411号 上萩原第一トンネル トンネル 修繕

山梨県 市川三郷町 市川三郷身延線 新割石トンネル トンネル 修繕

山梨県 北杜市 韮崎増富線 鳥井坂トンネル トンネル 修繕

山梨県 早川町 雨畑大島線 鳥屋トンネル トンネル 修繕

山梨県 甲府市 甲府昇仙峡線 能泉隧道 トンネル 修繕

山梨県 南アルプス市 南ｱﾙﾌﾟｽ公園線 野呂川隧道 トンネル 修繕

山梨県 甲府市 甲府昇仙峡線 のろし台隧道 トンネル 修繕

山梨県 甲府市 国道358号 日陰山隧道 トンネル 修繕

山梨県 身延町 国道300号 長塩トンネル トンネル 修繕

山梨県 北杜市 日野春停車場線 日野春トンネル トンネル 修繕

山梨県 大月市 国道139号 深城トンネル トンネル 修繕

山梨県 身延町 南ｱﾙﾌﾟｽ公園線 増野トンネル トンネル 修繕

山梨県 早川町 南ｱﾙﾌﾟｽ公園線 明川トンネル トンネル 修繕

山梨県 富士河口湖町 国道300号 本栖トンネル トンネル 修繕

山梨県 早川町 南ｱﾙﾌﾟｽ公園線 山吹トンネル トンネル 修繕

山梨県 上野原市 棡原藤野線 棡原トンネル トンネル 修繕

山梨県 北杜市 日野春停車場線 和田トンネル トンネル 修繕

山梨県道路附属物等長寿命化修繕計画

山梨県 中央市 甲府市川三郷線 田富歩道橋 道路附属物等 修繕
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山梨県 昭和町 甲府市川三郷線 押越歩道橋 道路附属物等 修繕

山梨県 甲府市 天神平甲府線 北新歩道橋 道路附属物等 修繕

山梨県 南アルプス市 県道39号 道路標識 道路附属物等 修繕

甲府市橋梁長寿命化修繕計画

甲府市 甲府市 市道佐渡本通り線 佐渡橋 橋梁 修繕

甲府市 甲府市 市道春日本通り線 三吉橋 橋梁 修繕

甲府市 甲府市 市道貢川千塚境線 乙羽橋 橋梁 修繕

甲府市 甲府市 市道朝日西青沼線 青沼橋 橋梁 修繕

富士吉田市橋梁長寿命化修繕計画

富士吉田市 富士吉田市 月江寺大明見線 公園橋 橋梁 修繕

富士吉田市 富士吉田市 月江寺大明見線 中央橋 橋梁 修繕

富士吉田市 富士吉田市 吉田原線 宮前橋 橋梁 修繕

都留市橋梁長寿命化修繕計画

都留市 都留市 法能宮原線 新住吉橋 橋梁 更新

都留市 都留市 元坂小野線 権源原橋 橋梁 修繕

山梨市橋梁長寿命化修繕計画

山梨市 山梨市 下釜口上釜口線 赤岩橋 橋梁 修繕

韮崎市橋梁長寿命化修繕計画

韮崎市 韮崎市 市道韮崎6号線 更科橋 橋梁 修繕

韮崎市 韮崎市 市道韮崎6号線 岩下前田橋 橋梁 修繕

韮崎市 韮崎市 市道穂坂9号線 ダラダラ橋 橋梁 修繕

韮崎市 韮崎市 市道穂坂73号線 神之木橋 橋梁 修繕

韮崎市 韮崎市 市道円野32号線 北山畑上橋 橋梁 修繕

韮崎市 韮崎市 市道旭32号線 山口中橋 橋梁 修繕

韮崎市 韮崎市 市道神山39号線 八幡沢橋 橋梁 修繕

韮崎市 韮崎市 市道穂坂100号線 上の原橋 橋梁 修繕

韮崎市 韮崎市 市道穂坂99号線 砦橋 橋梁 修繕

韮崎市トンネル長寿命化修繕計画

韮崎市 韮崎市 市道穂坂89号線 大穴トンネル トンネル 修繕

南アルプス市橋梁長寿命化修繕計画

南アルプス市 南アルプス市 今諏訪４３号線 桃源陸橋 橋梁 修繕

南アルプス市 南アルプス市 新倉１号線 上新倉橋 橋梁 修繕

南アルプス市 南アルプス市 古屋敷沓沢線 新上梅津沢橋 橋梁 修繕

南アルプス市 南アルプス市 古屋敷沓沢線 金山沢橋 橋梁 修繕

南アルプス市 南アルプス市 若草２７１号線 八糸川１７号橋 橋梁 修繕

南アルプス市 南アルプス市 櫛形２号線 高室川橋 橋梁 修繕

南アルプス市 南アルプス市 曲輪田７２号線 宮北橋 橋梁 修繕

南アルプス市 南アルプス市 西南湖１０号線 八糸川１３号橋 橋梁 修繕

北杜市橋梁長寿命化修繕計画

北杜市 北杜市 市道宮久保跨道橋線 宮久保橋 橋梁 修繕

北杜市 北杜市 市道須玉若神子3号線 境橋 橋梁 修繕

北杜市トンネル長寿命化修繕計画

北杜市 北杜市 江草･小笠原線 大穴トンネル トンネル 修繕
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山梨県 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

甲斐市橋梁長寿命化修繕計画

甲斐市 甲斐市 下今井駒沢線 大境橋 橋梁 修繕

甲斐市 甲斐市 中央道側道新町東線 竜王赤坂橋 橋梁 修繕

甲斐市 甲斐市 金石橋線 金石橋 橋梁 修繕

笛吹市橋梁長寿命化修繕計画

笛吹市 笛吹市 市道1-10号線 万年橋 橋梁 修繕

笛吹市 笛吹市 市道2-36号線 参宮橋 橋梁 修繕

笛吹市 笛吹市 市道3017号線 宮下橋 橋梁 修繕

笛吹市 笛吹市 市道4239号線 八幡橋 橋梁 修繕

笛吹市 笛吹市 市道1-20号線 矢越橋 橋梁 修繕

上野原市橋梁長寿命化修繕計画

上野原市 上野原市 市道大塚橋線 大塚橋 橋梁 修繕

上野原市 上野原市 市道川合線 川合橋 橋梁 修繕

上野原市 上野原市 市道中央通り線 鳥居の前第２橋 橋梁 修繕

上野原市 上野原市 市道本町新田倉線 中原橋 橋梁 修繕

上野原市 上野原市 市道エビ沢橋線 エビ沢橋 橋梁 修繕

甲州市橋梁長寿命化修繕計画

甲州市 甲州市 上於曽８１号線 新塩川橋 橋梁 修繕

中央市橋梁長寿命化修繕計画

中央市 中央市 市道2009号線 更生橋 橋梁 修繕

市川三郷町トンネル長寿命化修繕計画

市川三郷町 市川三郷町 町道鴨狩共和線 鴨狩隧道 トンネル 修繕

早川町橋梁長寿命化修繕計画

早川町 早川町 町道山吹・薬袋線 鷲尾橋 橋梁 修繕

早川町 早川町 町道草塩・塩之上線 草塩橋 橋梁 修繕

身延町橋梁長寿命化修繕計画

身延町 身延町 町道八日市場市街３号線 堂の入橋 橋梁 修繕

身延町 身延町 町道峡南高校線 峡高橋 橋梁 修繕

身延町 身延町 町道役場波木井線 波木井南橋 橋梁 修繕

身延町 身延町 町道田原宮木線 下田原通学橋 橋梁 修繕

身延町 身延町 町道一色和平日向線 観音橋 橋梁 修繕

身延町 身延町 町道山額線 山額１号橋 橋梁 修繕

身延町 身延町 町道静川大須成曙線 矢細工橋 橋梁 修繕

身延町 身延町 町道西谷線 法雲橋 橋梁 修繕

身延町 身延町 町道清沢大炊平線 宝運橋 橋梁 修繕

身延町 身延町 町道奥杯線 奥杯橋 橋梁 修繕

身延町 身延町 町道杉ノ木出口線 杉の木橋 橋梁 修繕

道志村橋梁長寿命化修繕計画

道志村 道志村 村道室久保線 曲沢橋 橋梁 修繕

道志村 道志村 村道室久保線 割石橋 橋梁 修繕

道志村 道志村 村道善之木～三ケ瀬線 善之木橋 橋梁 修繕

西桂町橋梁長寿命化修繕計画

西桂町 西桂町 小沼倉見下線 大橋 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

山梨県 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

忍野村橋梁長寿命化修繕計画

忍野村 忍野村 村道阿原出口線 出口橋 橋梁 修繕

富士河口湖町橋梁長寿命化修繕計画

富士河口湖町 富士河口湖町 5009 05008号橋 橋梁 修繕

富士河口湖町 富士河口湖町 110 梨川橋 橋梁 修繕

小菅村橋梁長寿命化修繕計画

小菅村 小菅村 山沢入線 おろ沢橋 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：　山梨県 ※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

｢森林・観光｣資源を活用した山梨市地域活性化計画 山梨市 15

「森林・観光」資源を活用した身延町・南部町地域活性化計画 身延町 15

「森林・観光」資源を活用した早川町・富士川町地域活性化計画 早川町、富士川町 31

｢森林・観光｣資源を活用した笛吹市地域活性化計画 笛吹市 268

「森林・観光」資源を活用した都留市・大月市・上野原市地域活性化計画
都留市、大月市、
上野原市

53

｢森林・観光｣資源を活用した南アルプス市地域活性化計画 南アルプス市 57

｢森林・観光｣資源を活用した韮崎市地域活性化計画 韮崎市 10

　小　計 449

※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。



山 梨 県

水管理・国土保全局



令和３年度当初予算　河川事業（直轄・山梨県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

富士川 富士川 一般河川改修事業 1,000　
≪山梨県
やまなしけん

≫市川三郷町
いちかわみさとちょう

、身延町
みのぶちょう

≪静岡県
しずおかけん

≫富士市
ふ じ し

富士川 総合水系環境整備事業 41　 笛吹市
ふえふきし

、富士川町
ふじかわちょう

（※）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・山梨県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

相模川 入山川 大規模特定河川事業 130　 富士吉田市
ふ じ よ し だ し

富士川 渋川 大規模特定河川事業 100　 笛吹市
ふ え ふ き し

富士川 芦川 大規模特定河川事業 142　 市川三郷町
いちかわみさとちょう

富士川 鎌田川 大規模特定河川事業 720　 中央市
ちゅうおうし

富士川 濁川 大規模特定河川事業 150　 甲府市
こ う ふ し

富士川 平等川 大規模特定河川事業 90　 笛吹市
ふ え ふ き し

富士川 八糸川 大規模特定河川事業 50　 南
みなみ

アルプス市
し



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

ふじかわ かまなしがわ かまなしがわりゅういきうがんさぼうしせつかいちく ほくとし はくしゅうまちとりばら　ほか

富士川砂防 砂防 富士川 釜無川 釜無川流域右岸砂防施設改築 北杜市 白州町鳥原　他 砂防堰堤工 166
ふじかわ かまなしがわ くろかわ くろかわだいごさぼうえんてい ほくとし はくしゅうまちかみきょうらいし

富士川 釜無川 黒川 黒川第五砂防堰堤 北杜市 白州町上教来石 砂防堰堤工 198
ふじかわ かまなしがわ おじらがわ おじらがわかりゅうとこがためぐん ほくとし はくしゅうまちだいがはら

富士川 釜無川 尾白川 尾白川下流床固群 北杜市 白州町台ヶ原 床固工 35
ふじかわ かまなしがわ おおむかわ おおむかわだいろくさぼうえんてい ほくとし はくしゅうまちよこて

富士川 釜無川 大武川 大武川第六砂防堰堤 北杜市 白州町横手 砂防堰堤工 37
ふじかわ かまなしがわ こむかわ こむかわかりゅうとこがためぐん ほくとし、にらさきし むかわちょうみやのわき、まるのまちかみつぶらい

富士川 釜無川 小武川 小武川下流床固群 北杜市、韮崎市 武川町宮脇、円野町上円井 床固工 35
ふじかわ かまなしがわ こむかわ こむかわだいはちさぼうえんてい にらさきし せいてつまちあおき、まるのまちしもつぶらい

富士川 釜無川 小武川 小武川第八砂防堰堤 韮崎市 清哲町青木、円野町下円井 砂防堰堤工 35
ふじかわ はやかわ のろがわ のろがわじょうりゅうさぼうえんていぐん みなみあるぷすし あしやすあしくら

富士川 早川 野呂川 野呂川上流砂防堰堤群 南アルプス市 芦安芦倉 砂防堰堤工 95
ふじかわ はやかわ あらかわ あらかわじょうりゅうさぼうえんていぐん みなみあるぷすし、みなみこまぐん はやかわちょう あしやすあしくら、ならだ

富士川 早川 荒川 荒川上流砂防堰堤群 南アルプス市、南巨摩郡 早川町 芦安芦倉、奈良田 砂防堰堤工 214
ふじかわ はやかわ ひろこうちがわ ひろこうちだいごさぼうえんてい みなみこまぐん はやかわちょう ならだ

富士川 早川 広河内川 広河内第五砂防堰堤 南巨摩郡 早川町 奈良田 砂防堰堤工 95
ふじかわ はやかわ しろこうちがわ しろこうちだいさんさぼうえんてい みなみこまぐん はやかわちょう ならだ

富士川 早川 白河内川 白河内第三砂防堰堤 南巨摩郡 早川町 奈良田 砂防堰堤工 245
ふじかわ はやかわ からさわ からさわさぼうえんてい みなみこまぐん はやかわちょう ゆじま

富士川 早川 涸沢 涸沢砂防堰堤 南巨摩郡 早川町 湯島 砂防堰堤工 95
ふじかわ はやかわ うちこうちがわ うちこうちだいごさぼうえんてい みなみこまぐん はやかわちょう あらくら

富士川 早川 内河内川 内河内第五砂防堰堤 南巨摩郡 早川町 新倉 砂防堰堤工 199
ふじかわ はやかわ つづらこうちがわ つづらこうちさぼうえんていぐん みなみこまぐん はやかわちょう あらくら、つづら

富士川 早川 黒桂河内川 黒桂河内砂防堰堤群 南巨摩郡 早川町 新倉、黒桂 砂防堰堤工 95
ふじかわ はやかわ しおじまさわ しおじまさわさぼうえんていぐん みなみこまぐん はやかわちょう おおはらの

富士川 早川 塩島沢 塩島沢砂防堰堤群 南巨摩郡 早川町 大原野 砂防堰堤工 95
ふじかわ はやかわ ほかわ ほかわだいごさぼうえんてい みなみこまぐん はやかわちょう ほ

富士川 早川 保川 保川第五砂防堰堤 南巨摩郡 早川町 保 砂防堰堤工 95
ふじかわ はやかわ いけのさわ いけのさわさぼうえんていぐん みなみこまぐん はやかわちょう あかさわ

富士川 早川 池の沢 池の沢砂防堰堤群 南巨摩郡 早川町 赤沢 砂防堰堤工 147
ふじかわ はやかわ はるきがわ はるきがわさんぷくこう みなみこまぐん はやかわちょう あかさわ

富士川 早川 春木川 春木川山腹工 南巨摩郡 早川町 赤沢 山腹工 215
ふじかわ はやかわ はやかわりゅういきさぼうしせつかいちく みなみこまぐん はやかわちょう あめはた

富士川 早川 早川流域砂防施設改築 南巨摩郡 早川町 雨畑 砂防堰堤工 115
ふじかわ はやかわ つづらさわ つづらさわさぼうえんてい みなみこまぐん はやかわちょう つづら

富士川 早川 黒桂沢 黒桂沢砂防堰堤 南巨摩郡 早川町 黒桂 砂防堰堤工 34

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（山梨県　１／３）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種
事業費

（百万円）
備　考



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

富士川砂防 合計 19 箇所 2,245

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（山梨県　２／３）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種
事業費

（百万円）
備　考



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

ふじさん さがみがわ ふじさんほくろくきんきゅうげんさいたいさくこう ふじよしだし・みなみつるぐん ふじかわぐちこまち

富士砂防 火山砂防 富士山 相模川 富士山北麓緊急減災対策工 富士吉田市・南都留郡 富士河口湖町 減災対策工 132
ふじさん さがみがわ ほくろくゆうさちこうぐん ふじよしだし・みなみつるぐん なるさわむら

富士山 相模川 北麓遊砂地工群 富士吉田市・南都留郡 鳴沢村 遊砂地工 318

合計 2 箇所 450

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（山梨県　３／３）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種
事業費

（百万円）
備　考



砂防
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

事業間連携 ふじかわ ひがしざわ みなみこまぐん ふじかわちょう とや

砂防等事業 富士川 東沢 南巨摩郡 富士川町 鳥屋 砂防堰堤工 10
ふじかわ くにみさわ みなみこまぐん ふじかわちょう かじかざわ

富士川 国見沢 南巨摩郡 富士川町 鰍沢 砂防堰堤工 10
ふじかわ おおつがさわ みなみこまぐん みのぶちょう かみたんばら

富士川 大津賀沢 南巨摩郡 身延町 上田原 砂防堰堤工 20
ふじかわ しもてんじんさわがわ みなみこまぐん みのぶちょう いいとみ

富士川 下天神沢川 南巨摩郡 身延町 飯富 砂防堰堤工 10
ふじかわ みのぶがわ みなみこまぐん みのぶちょう みのぶ

富士川 身延川 南巨摩郡 身延町 身延 砂防堰堤工 10
ふじかわ みなみまたがわ－に みなみこまぐん なんぶちょう なるしま

富士川 南俣川-２ 南巨摩郡 南部町 成島 砂防堰堤工 20
ふじかわ ひかわ(えんざん) こうしゅうし えんざんうしおく

富士川 日川（塩山） 甲州市 塩山牛奥 砂防堰堤工 50
ふじかわ なかのいりさわ こうしゅうし えんざんかみおだわら

富士川 中の入沢 甲州市 塩山上小田原 砂防堰堤工 40
ふじかわ てんぐさわ こうしゅうし えんざんかみおだわら

富士川 天狗沢 甲州市 塩山上小田原 砂防堰堤工 45
さがみがわ やなさわ つるし とざわ

相模川 矢名沢 都留市 戸沢 砂防堰堤工 5
さがみがわ しもやさわ つるし しもや

相模川 下谷沢 都留市 下谷 砂防堰堤工 2
さがみがわ まくさわ つるし ばば

相模川 幕沢 都留市 馬場 砂防堰堤工 10
さがみがわ ぬかまきさわ つるし ししとめ

相模川 糠蒔沢 都留市 鹿留 砂防堰堤工 10
さがみがわ からさわ つるし おおはた

相模川 唐沢 都留市 大幡 砂防堰堤工 5
さがみがわ しもかわ うえのはらし ゆずりはらおおがいと

相模川 下川 上野原市 棡原大垣外 砂防堰堤工 10

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（山梨県　1/3）

事業区分 水系名 渓流名 所在地



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 さがみがわ おざわがわ おおつきし さるはしまちあさひおざわ

砂防等事業 相模川 小沢川 大月市 猿橋町朝日小沢 砂防堰堤工 10
さがみがわ たきのさわがわ おおつきし はつかりちょうなかはつかり

相模川 滝の沢川 大月市 初狩町中初狩 砂防堰堤工 20
さがみがわ ひらくすみさわ みなみつるぐん どうしむら ひがしかんじ

相模川 平久住沢 南都留郡 道志村 東神地 砂防堰堤工 10
さがみがわ すげぐちさわ かいし すげぐち

相模川 菅口沢 甲斐市 菅口 砂防堰堤工 25
さがみがわ きっさわ かいし きっさわ

相模川 吉沢 甲斐市 吉沢 砂防堰堤工 5
さがみがわ にしざがわ こうふし わだまち

相模川 西沢川 甲府市 和田町 砂防堰堤工 5
さがみがわ あしざわがわ やまなしし にしほなか

相模川 芦沢川 山梨市 西保中 砂防堰堤工 70
さがみがわ あささわ みなみつるぐん やまなかこむら ひらの

相模川 朝沢 南都留郡 山中湖村 平野 砂防堰堤工 30
さがみがわ やなぎはらさわ みなみつるぐん やまなかこむら ひらの

相模川 柳原沢 南都留郡 山中湖村 平野 砂防堰堤工 5

24箇所 437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（山梨県　2/3）

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 しちりいわ にらさきし すいじんいちちょうめ

砂防等事業 七里岩 韮崎市 水神一丁目 法面工 19

おしでさわ やまなしし まきおかちょうまきだいら

押出沢 山梨市 牧丘町牧平 法枠付アンカー工 54

よこみち みなみこまぐん みのぶちょう しもべ

横道 南巨摩郡 身延町 下部 崩壊土砂防護柵工 38

にしねぐま みなみこまぐん なんぶちょう ふくし

西根熊 南巨摩郡 南部町 福士 重力式擁壁工 67

ひこたのさん おおつきし やながわちょうつなのうえ

彦田の３ 大月市 梁川町綱の上 現場吹付法枠工 26

５箇所 203
※急傾斜の事業費は補助基本額である

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（山梨県　3/3）

事業区分 水系名 箇所名 所在地

合計



令和３年度予算　地方創生整備推進交付金 山梨県

【地方創生汚水処理施設整備推進交付金（公共下水道分）】

（単位：千円）

箇所名 事　業　費 国　　費

大月市 52,207 25,000

韮崎市 150,000 75,000

山梨県　計 202,207 100,000
※事業費欄は補助対象事業費であり、参考値である。



山　梨　県

都市局



令和３年度　当初予算配分

一般会計　（組織）国土交通本省　 山梨県

（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

609,800

甲府市 甲府市 継続 甲府駅周辺地区 1/2 304,900

609,800

合計 304,900

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） 山梨県

　（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

51,000
山梨市 市 新規 南反保地区 1/3 17,000

5,700
大月市 市 新規 猿橋駅北側地区 1/3 1,900

56,700
合計 18,900

下段は国費である。



令和３年度

街路交通調査 山梨県
（単位：千円）

（ 8,100 ）
2,700

（ 3,300 ）
1,100

計 （ 11,400 ）
3,800

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)

笛吹市管内 笛吹市 新 1/3
笛吹市都市計画道路
見直し調査

街路交通調査費補助(総
合都市交通体系調査)

甲州市管内 甲州市 新 1/3
甲州市都市計画道路
見直し調査



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：山梨県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

補助事業

改築 （都） 高畑町昇仙峡線 甲府市 Ⅱ期工区 241

改築 （都） 和戸町竜王線 甲府市 城東～中央5丁目工区 400

改築 （都） 和戸町竜王線 甲府市 中央4丁目工区 189

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：山梨県 (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 山梨県 山梨県無電柱化推進計画事業 4,454

(一)天神平甲府線(塚原ICアクセス)〔甲府市〕、(一)富士河口湖富士
線(船津工区)〔富士河口湖町〕、(国)141号(南下条工区)〔韮崎市〕、
(一)身延線(身延2工区)〔身延町〕、(国)141号(清里工区)〔北杜市〕、
(都)新環状・緑が丘アクセス線〔甲府市〕、(都)大手二丁目浅原橋線
(柳町工区)〔甲府市〕、(都)太田町蓬沢線ほか2路線(遠光寺東)〔甲府
市〕、(都)山梨市駅南線ほか1路線(1期)〔山梨市〕、(都)田富町敷島線
(電共1工区)〔甲斐市〕、(都)田富町敷島線(富竹2期)〔甲斐市〕、(都)
田富町敷島線(仲新居)〔甲斐市〕、(都)田富町敷島線(富竹1期)〔甲斐
市〕、(都)大手二丁目浅原橋線(中央四丁目工区)〔甲府市〕、(都)島上
条山宮線〔甲斐市〕、(都)滝坂下今井線〔甲斐市〕

無電柱化推進計画事業 甲府市 山梨県無電柱化推進計画事業 20 (都)城東三丁目敷島線(伊勢工区)ほか1路線

無電柱化推進計画事業 大月市 山梨県無電柱化推進計画事業 304 (都)大月駅裏通り線



山 梨 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 山梨県
地区名 事業名 事業費 備考

甲府市 空き家対策総合支援事業 26,656
26,656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 山梨県
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 466,313
466,313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 
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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。 



山 梨 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

山梨県 （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 富士川地方合同庁舎 南巨摩郡　富士川町 650 新営事業

［財政投融資特別会計］
特定国有財産整備費 甲府地方合同庁舎 甲府市 520 新営事業（ＰＦＩ）

※施設費の割賦払い（平成23年度完成）

合　　計 1,170



令和３年度当初予算　社会資本整備総合交付金の配分

（山梨県）
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

甲信地域広域的観光活性化計画
（重点）

山梨県 360,450 

山梨県流域下水道の総合的な整
備の推進および機能の向上

山梨県 25,000 

28　ストック効果を高めるアク
セス道路整備による道づくり

笛吹市,上野原市,中央市 33,000 

富士山周辺の豊富な観光資源を
活かした山梨静岡交流圏域活性
化計画（重点）

山梨県 34,650 

23 災害時に強い「道の駅」の安
全・安心な防災拠点づくり

山梨県,鳴沢村,中央市,韮崎市,北杜市,丹波
山村,南部町

18,313 

31　活気あふれる地域社会の実
現を目指した交通ネットワーク
の構築（Ⅱ期）

山梨県 1,762,751 

大観光時代に対応した広域的観
光活性化計画

山梨県 35,550 

山梨県全域における住宅セーフ
ティーネットの構築と安全安心
な住まい・まちづくり（第3期）

山梨県,甲府市,富士吉田市,都留市,山梨市,
大月市,韮崎市,南アルプス市,甲斐市,笛吹
市,上野原市,甲州市,中央市,市川三郷町,身
延町,富士川町,西桂町,山中湖村,富士河口
湖町

516,266 

25　地域の特色を活かした観
光・物流・交流の活発化に資す
る道づくり（2期）

甲府市,都留市,山梨市,韮崎市,北杜市,甲斐
市,笛吹市,上野原市,甲州市,市川三郷町,富
士川町,昭和町,忍野村

359,338 

甲府市における循環のみちの実
現

甲府市 75,944 

甲府駅へのアクセス向上を推進
する都市再生区画整理事業

甲府市 60,000 

富士吉田市「富士の水資源浄化
計画」その２（重点計画）

富士吉田市 140,000 

富士吉田市「富士の水資源浄化
計画」その２

富士吉田市 3,500 



（山梨県）
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

都留市下水道未普及地域解消
（重点計画）

都留市 46,000 

快適な生活環境のまち山梨市
（重点計画）

山梨市 64,500 

快適な生活環境のまち山梨市 山梨市 6,000 

ＰＦＩ事業による大月市駒橋地
区地域優良賃貸住宅整備計画
（重点計画）

大月市 4,905 

南アルプス市における総合的な
水環境の整備（第2期）（重点計
画）

南アルプス市 385,000 

甲斐市における下水道推進の実
現(普及促進) (重点計画)

甲斐市 130,000 

既存ストックを活用した都市公
園整備による憩い・交流・賑わ
いのまちづくり

甲斐市 135,809 

笛吹市における循環型都市・郷
づくりの推進（第３期）（重点
計画）

笛吹市 50,800 

安心して健やかに暮らせるまち
づくり（重点計画）

上野原市 18,000 

甲州市の水環境を守る下水道整
備計画(第3期)(重点計画)

甲州市 22,740 

甲州市の水環境を守る下水道整
備計画(第3期)

甲州市 3,080 

歴史・文化と地域資源を活かす
にぎわいある拠点づくり～協働
による歩いて暮らせるまちづく
りの実現～

甲州市 79,200 

中央市暮らしやすさを創造する
下水道事業

中央市 81,000 

暮らしやすい町づくりに向けた
下水道未普及解消対策の推進

市川三郷町 10,000 



（山梨県）
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

（仮称）市川三郷町定住促進住
宅整備計画

市川三郷町 35,589 

身延町下水道総合整備事業 身延町 17,900 

富士川町における循環のみちの
実現（重点計画）

富士川町 45,000 

昭和町における循環のみちの実
現【第3期】（重点計画）

昭和町 132,700 

西桂町における下水道整備事業
(重点計画)

西桂町 22,500 

忍野村における下水道整備（重
点計画）

忍野村 7,000 

山中湖村における公共下水道整
備計画

山中湖村 8,400 

まちと湖をつなぐにぎわいの水
辺空間づくり

山中湖村 70,000 

富士河口湖町における下水道事
業の推進（重点計画）

富士河口湖町 16,500 

4,817,385 

※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

（山梨県）
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

下水道施設の安定的な管理によ
る安全・安心な水環境の保全
（防災・安全）（重点計画）

山梨県 290,500 

下水道施設の安定的な管理によ
る安全・安心な水環境の保全
（防災・安全）

山梨県 439,217 

山梨県地域住宅強靱化整備計画
（重点計画）

山梨県 215,525 

山梨県における総合的な土砂災
害対策の推進（防災・安全）

山梨県 661,837 

山梨県における総合的な土砂災
害対策の推進（防災・安全）
（重点）

山梨県 377,000 

山梨県全域における流域一体と
なった総合的な浸水対策の推進
（防災・安全）

山梨県,山梨市,笛吹市,甲州市,身延町,南ア
ルプス市,北杜市,甲斐市,甲府市,昭和町,中
央市,韮崎市

229,000 

35　防災・減災に資する強靭化
のための道づくり（防災・安
全）

山梨市,大月市,北杜市 95,876 

20 インフラ老朽化に対応する戦
略的な道づくり（防災・安全）

甲府市,富士吉田市,都留市,山梨市,大月市,
韮崎市,南アルプス市,北杜市,笛吹市,甲州
市,中央市,市川三郷町,南部町,富士川町,山
中湖村,鳴沢村,富士河口湖町,小菅村,丹波
山村

62,110 

都市公園による安心・安全の確
保と地域における災害対応力の
向上（防災・安全）（第２期）

山梨県,山梨市,中央市,富士川町,甲府市,都
留市,南アルプス市,笛吹市

793,310 

山梨県地域住宅建替整備計画
（重点計画）

山梨県 92,641 

 山梨県全域における住宅セーフ
ティーネットの構築と安全安心
な住まい・まちづくり（防災・
安全）（第3期）

山梨県,甲府市,富士吉田市,都留市,山梨市,
大月市,韮崎市,南アルプス市,北杜市,笛吹
市,甲州市,富士川町,甲斐市,上野原市,中央
市,市川三郷町,早川町,身延町,南部町,昭和
町,道志村,西桂町,忍野村,山中湖村,鳴沢
村,富士河口湖町,小菅村,丹波山村

320,722 

36　災害時の安定した輸送機能
の確保と拠点施設への道路整備
（防災・安全）

山梨県 1,186,031 



（山梨県）
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

19 通学路等の交通安全対策によ
る道づくり（防災・安全）

甲府市,富士吉田市,都留市,山梨市,韮崎市,
南アルプス市,北杜市,甲斐市,笛吹市,上野
原市,甲州市,中央市,市川三郷町,富士川町,
鳴沢村,富士河口湖町

487,173 

21 地域における総合的な防災・
減災対策による道づくり（防
災・安全）

甲府市,富士吉田市,都留市,山梨市,韮崎市,
南アルプス市,上野原市,中央市,身延町,南
部町,富士川町,西桂町,富士河口湖町,小菅
村

250,320 

18　通学路等の生活空間におけ
る安全・安心な道路環境の確保
（防災・安全）

山梨県 950,680 

26　道路利用者の誰もが快適で
安全・安心な道路環境の確保
（Ⅱ期）（防災・安全）

山梨県 1,323,956 

災害につよく安心・安全な街、
甲府市の下水道施設改築更新計
画（防災・安全）

甲府市 105,008 

甲府市緑が丘スポーツ公園再整
備による安心・安全なまちづく
り

甲府市 20,984 

災害につよく安心・安全な街、
甲府市の下水道施設改築更新計
画（防災・安全）（重点計画）

甲府市 146,392 

富士吉田市「富士の麓の安全・
安心計画」その２（防災・安
全）

富士吉田市 8,000 

山梨市駅南北自由通路及び南口
周辺の通学路整備（防災・安
全）

山梨市 226,600 

安全なまちづくりに向けての大
月市下水道施設改築更新計画
（防災・安全）

大月市 3,500 

大月市営住宅駒橋団地建替計画
（防災・安全）（重点計画）

大月市 3,510 

南アルプス市における下水道の
総合的な浸水対策（防災・安
全）（第2期）（重点計画）

南アルプス市 32,000 

南アルプス市における下水道の
総合的な地震対策（防災・安
全）（第2期）

南アルプス市 2,000 



（山梨県）
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

北杜市下水道総合整備事業（防
災・安全）

北杜市 8,500 

甲斐市における地震対策の推進
第2期（防災・安全）

甲斐市 29,500 

笛吹市における安心、安全で災
害に強いまちづくり（重点計
画）

笛吹市 2,600 

笛吹市における安心、安全で災
害に強いまちづくり

笛吹市 6,550 

甲州市の水環境を守る下水道整
備計画(防災・安全)

甲州市 12,300 

富士川町における循環のみちの
実現（防災・安全）

富士川町 3,400 

富士川町における循環のみちの
実現（防災・安全）（重点計
画）

富士川町 5,000 

忍野村における下水道整備計画
（防災・安全）

忍野村 26,500 

山中湖村における公共下水道整
備計画（防災・安全）

山中湖村 1,000 

8,419,242 

※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


