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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：富山県 (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8号 朝日町 糸魚川地区橋梁架替Ⅱ 150

改築 国道8号 入善町～魚津市 入善黒部バイパス 1,500

改築 国道8号 富山市 豊田新屋立体 2,900

改築 国道8号 富山市 中島本郷立体 100

改築 国道8号 高岡市 六家立体 900

改築 国道8号 小矢部市 倶利伽羅防災 140

改築 国道41号 富山市 猪谷楡原道路 1,600

改築 国道41号 富山市 大沢野富山南道路 1,500

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：富山県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

ミラージュホール前交差点改良（魚津市） 3

上島北交差点改良（滑川市） 3

三上地下横断歩道（富山市） 171

下田交差点事故対策（高岡市） 3

下蓑自転車歩行者道整備（高岡市） 93

桜町地区交通安全対策（小矢部市） 3

小矢部地区交通安全対策（小矢部市） 768

交通安全 国道41号 富山市 富山41号交通安全対策 96 新庄地区交通安全対策 96

京町事故対策 12

南幸町事故対策 6

交通安全 国道160号 氷見市 富山160号交通安全対策 6 宇波自転車歩行者道整備 6

交通安全 国道156号 高岡市 富山156号交通安全対策 18

路線名 備考

交通安全 国道8号
魚津市、滑川市、
富山市、高岡市、
小矢部市

富山8号交通安全対策 1,044



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：富山県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

昭和町電線共同溝 280

羽広電線共同溝 120

電線共同溝 国道41号 富山市 富山41号電線共同溝 10 黒崎電線共同溝 10

電線共同溝 国道156号 高岡市 富山156号電線共同溝 108 内免電線共同溝 108

路線名 備考

国道8号電線共同溝 高岡市 富山8号電線共同溝 400



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：富山県 (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） 音沢1号線 黒部市 音沢橋 82 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：富山県 (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 （主） 高岡環状線 高岡市 上伏間江～佐野 920 高岡環状道路

改築 （都） 東岩瀬線 富山市 上野新町工区 50

改築 （市）
桜ヶ池クアガーデン
線

南砺市 (仮称)城端SAスマートICアクセス 10

改築 （主） 高岡小杉線 射水市 橋下条～南太閤山 310

改築 （一） 姫野能町線 射水市、高岡市 作道～中曽根 400

改築 （都） 下伏間江福田線 高岡市 伏木富山港アクセス 698

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：富山県 (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156号 南砺市 新山地区 20

土砂災害対策 国道471号 富山市 薄尾地区 35

土砂災害対策 国道472号 富山市 茗ヶ島地区 30

土砂災害対策 (主) 黒部宇奈月線 黒部市 宇奈月温泉地区 40

土砂災害対策 (一) 虎谷大榎線 魚津市 虎谷地区 10

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：富山県 (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 富山県 富山県無電柱化推進計画事業 520
(都)牛島蜷川線〔富山市〕、(都)総曲輪線（電共）〔富山市〕、
(都)高岡伏木線（電共）〔高岡市〕、(都)高岡駅波岡線（電共）
〔高岡市〕



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：富山県 (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 高岡市 上黒田踏切道 高岡市 16

踏切道改良計画事業 滑川市 第1坪川踏切道 滑川市 186



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：富山県 (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 あいの風とやま鉄道線等 富山市 富山駅付近 1,300

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 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：富山県 (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 富山県 橋梁長寿命化修繕計画 3,696 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 富山県 トンネル長寿命化修繕計画 336 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 富山県 道路附属物等長寿命化修繕計画 501 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 富山市 橋梁長寿命化修繕計画 1,140 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 富山市 トンネル長寿命化修繕計画 49 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 高岡市 橋梁長寿命化修繕計画 176 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 魚津市 橋梁長寿命化修繕計画 61 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 氷見市 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 滑川市 橋梁長寿命化修繕計画 0 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 黒部市 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 砺波市 橋梁長寿命化修繕計画 173 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 小矢部市 橋梁長寿命化修繕計画 96 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：富山県 (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 南砺市 橋梁長寿命化修繕計画 130 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 南砺市 トンネル長寿命化修繕計画 47 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 射水市 橋梁長寿命化修繕計画 94 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 上市町 橋梁長寿命化修繕計画 48 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 立山町 橋梁長寿命化修繕計画 65 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 入善町 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 朝日町 橋梁長寿命化修繕計画 23 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

富山県 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

富山県橋梁長寿命化修繕計画

富山県 射水市 415号 新庄川橋（上り） 橋梁 修繕

富山県 射水市 415号 新庄川橋（下り） 橋梁 更新

富山県 射水市 415号 下新橋（下り） 橋梁 修繕

富山県 高岡市 五十里氷見線 ＢＯＸ 橋梁 修繕

富山県 高岡市 高岡小杉線 南郷大橋（下り） 橋梁 修繕

富山県 射水市 高岡青井谷線 大門大橋 橋梁 修繕

富山県 高岡市 高岡氷見線 国条橋 橋梁 修繕

富山県 高岡市 守山向野線 二上町橋 橋梁 修繕

富山県 高岡市 小野上渡線 五位橋 橋梁 修繕

富山県 射水市 八町大門線 土田橋 橋梁 修繕

富山県 高岡市 福岡宮島峡公園線 山川橋 橋梁 修繕

富山県 小矢部市 藤森岡線 農免大橋 橋梁 修繕

富山県 小矢部市 小矢部福光線 神下橋 橋梁 修繕

富山県 小矢部市 小矢部福光線 小森橋 橋梁 修繕

富山県 小矢部市 471号 島分橋（上り） 橋梁 修繕

富山県 小矢部市 小矢部福光線 石動大橋 橋梁 修繕

富山県 小矢部市 小矢部福光線 野端跨線橋 橋梁 修繕

富山県 小矢部市 安養寺砺波線 経田橋 橋梁 修繕

富山県 魚津市 堀江魚津線 新月形橋 橋梁 修繕

富山県 滑川市 滑川上市線 加嶋橋 橋梁 修繕

富山県 魚津市 阿弥陀堂魚津停車場線 天神橋 橋梁 修繕

富山県 魚津市 虎谷大榎線 入会橋 橋梁 修繕

富山県 滑川市 富山滑川魚津線 早月大橋 橋梁 修繕

富山県 滑川市 古鹿熊滑川線 辰野跨線橋 橋梁 修繕

富山県 砺波市 新湊庄川線 雄神橋 橋梁 修繕

富山県 砺波市 坪野小矢部線 上和田橋 橋梁 修繕

富山県 南砺市 富山庄川小矢部自転車道線 苗島5号橋 橋梁 撤去

富山県 砺波市 坪野小矢部線 砺波大橋 橋梁 修繕

富山県 南砺市 156号 小白川橋 橋梁 修繕

富山県 南砺市 156号 火の川原橋 橋梁 修繕

富山県 南砺市 156号 楮橋 橋梁 修繕

富山県 南砺市 156号 細島橋 橋梁 修繕

富山県 南砺市 156号 小原橋 橋梁 修繕

富山県 南砺市 156号 平橋 橋梁 修繕

富山県 南砺市 156号 渡原１号橋 橋梁 修繕

富山県 南砺市 156号 杉尾２号橋 橋梁 修繕

富山県 南砺市 156号 湯出島橋 橋梁 修繕

富山県 南砺市 156号 杉尾第５号桟道橋 橋梁 修繕

富山県 南砺市 304号 梨谷大橋 橋梁 修繕

富山県 南砺市 利賀河合線 昌栄橋 橋梁 修繕

富山県 南砺市 福光上平線 ２号橋 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

富山県 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

富山県 南砺市 安居福野線 川崎橋 橋梁 更新

富山県 南砺市 安居福野線 柴田屋橋 橋梁 修繕

富山県 南砺市 西勝寺福野線 荊波橋 橋梁 修繕

富山県 南砺市 西勝寺福野線 大井川橋 橋梁 修繕

富山県 南砺市 才川七城端線 太美橋 橋梁 修繕

富山県 黒部市 朝日宇奈月線 愛本橋 橋梁 修繕

富山県 朝日町 大家庄東草野線 朝日橋 橋梁 修繕

富山県 黒部市 若栗生地線 飯沢跨線橋 橋梁 修繕

富山県 入善町 魚津生地入善線 道市跨線橋 橋梁 修繕

富山県 入善町 大家庄上飯野線 草川1号橋 橋梁 修繕

富山県 黒部市 音沢中ノ口線 境谷橋 橋梁 修繕

富山県 黒部市 中山田家新線 田家野橋 橋梁 修繕

富山県 入善町 魚津生地入善線 下黒部橋 橋梁 修繕

富山県 氷見市 高岡羽咋線 土倉橋 橋梁 修繕

富山県 氷見市 氷見惣領志雄線 新惣領橋 橋梁 修繕

富山県 氷見市 高岡氷見線 脇之谷内橋 橋梁 修繕

富山県 氷見市 高岡氷見線 脇之谷内橋歩道橋 橋梁 修繕

富山県 氷見市 万尾脇方線 針木橋 橋梁 修繕

富山県 氷見市 万尾脇方線 宇波橋 橋梁 更新

富山県 氷見市 415号 泉大橋 橋梁 修繕

富山県 氷見市 氷見惣領志雄線 川尻橋 橋梁 修繕

富山県 富山市 359号 笹倉1号橋 橋梁 修繕

富山県 富山市 富山高岡線 五福1号橋1 橋梁 修繕

富山県 富山市 富山高岡線 野口3号橋2 橋梁 修繕

富山県 富山市 富山空港線 友杉1号橋 橋梁 修繕

富山県 富山市 富山空港線 友杉2号橋 橋梁 修繕

富山県 富山市 富山小杉線 布瀬1号橋1 橋梁 修繕

富山県 富山市 富山小杉線 有沢2号橋 橋梁 修繕

富山県 富山市 富山小杉線 下野橋 橋梁 修繕

富山県 富山市 富山小杉線 安田3号橋 橋梁 修繕

富山県 富山市 立山山田線 高善寺橋 橋梁 更新

富山県 富山市 359号 速星3号橋 橋梁 修繕

富山県 富山市 富山高岡線 藤子橋 橋梁 修繕

富山県 富山市 富山外郭環状線 下熊野2号橋 橋梁 修繕

富山県 富山市 359号 婦中大橋（上流） 橋梁 修繕

富山県 富山市 472号 茗ヶ島橋 橋梁 修繕

富山県 富山市 471号 大谷橋 橋梁 修繕

富山県 富山市 472号 土玉生橋 橋梁 修繕

富山県 富山市 新湊平岡線 野町跨線橋 橋梁 修繕

富山県 富山市 富山高岡線 呉羽跨線橋 橋梁 修繕

富山県 富山市 富山空港線 空港橋 橋梁 修繕

富山県 富山市 富山環状線 荒川跨線橋 橋梁 修繕

富山県 富山市 富山小杉線 有沢橋（新） 橋梁 修繕
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富山県 富山市 富山外郭環状線 小泉橋 橋梁 修繕

富山県 富山市 八幡田稲荷線 稲荷町跨線橋 橋梁 修繕

富山県 立山町 寺坪上市線 福田橋 橋梁 修繕

富山県 富山市 富山滑川魚津線 新池田橋 橋梁 修繕

富山県 富山市 辻滑川線 江尻橋 橋梁 修繕

富山県 上市町 大岩神明町線 大岩橋 橋梁 修繕

富山県 立山町 富山外郭環状線 利田三郷用水橋 橋梁 修繕

富山県 富山市 富山上市線 石門橋 橋梁 修繕

富山県 富山市 富山上市線 古川橋 橋梁 修繕

富山県 立山町 寺坪上市線 日中2号橋 橋梁 修繕

富山県 富山市 415号 常願寺大橋 橋梁 修繕

富山県 富山市 富山魚津線 今川橋 橋梁 更新

富山県 富山市 富山立山魚津線 大日橋 橋梁 修繕

富山県 富山市 富山立山魚津線 大日橋左岸高架橋 橋梁 修繕

富山県 富山市 立山山田線 立山橋 橋梁 修繕

富山県 富山市 立山山田線 立山橋自歩道橋 橋梁 修繕

富山県 富山市 原千垣停車場線 芳見橋 橋梁 修繕

富山県 上市町 立山水橋線 交益橋 橋梁 修繕

富山県 上市町 剣岳公園線 伊折橋 橋梁 修繕

富山県 立山町 富山立山魚津線 日置橋 橋梁 修繕

富山県 立山町 富山立山公園線 人津谷橋 橋梁 修繕

富山県 立山町 富山立山公園線 桂小谷橋 橋梁 修繕

富山県 立山町 富山上滝立山線 藤橋 橋梁 修繕

富山県 立山町 女川谷口線 北浦橋 橋梁 修繕

富山県 魚津市 福平経田線 片貝大橋 橋梁 修繕

富山県 魚津市 福平経田線 東尾崎1号橋1 橋梁 修繕

富山県 南砺市 156号 合掌大橋 橋梁 修繕

富山県 南砺市 156号 飛越橋 橋梁 修繕

富山県 南砺市 156号 成出橋 橋梁 修繕

富山県 富山市 （一）辻ヶ堂市田袋線 水橋大橋 橋梁 更新

富山県トンネル長寿命化修繕計画

富山県 富山市 国道360号 蟹寺トンネル トンネル 修繕

富山県 富山市 国道360号 越路トンネル トンネル 修繕

富山県 富山市 国道472号 正間トンネル トンネル 修繕

富山県 富山市 富山小杉線 呉羽トンネル（１期線下り） トンネル 修繕

富山県 富山市 富山小杉線 呉羽トンネル（２期線上り） トンネル 修繕

富山県 富山市 下瀬小倉線 千里トンネル トンネル 修繕

富山県 高岡市 押水福岡線 堀切トンネル トンネル 修繕

富山県 高岡市 五十里氷見線 五十里隧道 トンネル 修繕

富山県 高岡市 福岡宮島峡公園線 真仏道トンネル トンネル 修繕

富山県 魚津市 虎谷大榎線 虎谷隧道 トンネル 修繕

富山県 魚津市 宇奈月大沢野線 白倉隧道 トンネル 修繕

富山県 魚津市 宇奈月大沢野線 天神山トンネル トンネル 修繕
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富山県 黒部市 黒部宇奈月線 宇奈月トンネル トンネル 修繕

富山県 朝日町 黒部朝日公園線 朝日小川トンネル トンネル 修繕

富山県 南砺市 国道156号 祖山トンネル トンネル 修繕

富山県 南砺市 国道156号 大牧トンネル トンネル 修繕

富山県 南砺市 国道304号 五箇山トンネル トンネル 修繕

富山県 富山市 国道360号 飛越トンネル トンネル 修繕

富山県道路附属物等長寿命化修繕計画

富山県 富山市 富山立山公園線 清水町横断歩道橋 道路附属物等 修繕

富山県 富山市 富山港線 奥田横断歩道橋 道路附属物等 修繕

富山県 富山市 富山大沢野線 石金横断歩道橋 道路附属物等 修繕

富山県 高岡市 中川南町線 道路標識 道路附属物等 修繕

富山県 高岡市 中川南町線 道路標識 道路附属物等 修繕

富山県 小矢部市 坪野小矢部線 道路標識 道路附属物等 修繕

富山県 小矢部市 坪野小矢部線 道路標識 道路附属物等 修繕

富山県 南砺市 国道156号 大橋平１－２Ｄスノーシェッド 道路附属物等 修繕

富山県 南砺市 国道156号 栃原Ｃスノーシェッド 道路附属物等 修繕

富山県 南砺市 国道156号 栃原トンネル１スノーシェッド 道路附属物等 修繕

富山県 南砺市 国道156号 大牧トンネルＢ（高岡側）スノーシェッド 道路附属物等 修繕

富山県 南砺市 国道156号 祖山トンネル１Ａスノーシェッド 道路附属物等 修繕

富山県 南砺市 国道156号 祖山トンネル１Ｂスノーシェッド 道路附属物等 修繕

富山県 南砺市 国道156号 祖山トンネル１Ｄスノーシェッド 道路附属物等 修繕

富山県 南砺市 国道156号 祖山トンネル１Ｅスノーシェッド 道路附属物等 修繕

富山県 南砺市 国道156号 杉尾４Ｄスノーシェッド 道路附属物等 修繕

富山県 南砺市 国道156号 小原トンネルＡスノーシェッド 道路附属物等 修繕

富山県 南砺市 国道156号 小原トンネルＢスノーシェッド 道路附属物等 修繕

富山県 南砺市 国道471号 栗当５スノーシェッド 道路附属物等 修繕

富山県 南砺市 国道471号 栗当１０Ｂスノーシェッド 道路附属物等 修繕

富山県 南砺市 国道471号 栗当１１Ａスノーシェッド 道路附属物等 修繕

富山県 南砺市 国道471号 高沼４スノーシェッド 道路附属物等 修繕

富山県 南砺市 国道471号 草嶺３Ｃスノーシェッド 道路附属物等 修繕

富山県 立山町 県道富山立山公園線 瀬戸蔵１２号スノーシェッド 道路附属物等 修繕

富山県 立山町 県道富山立山公園線 瀬戸蔵１３号スノーシェッド 道路附属物等 修繕

富山県 立山町 県道富山立山公園線 瀬戸蔵１４号スノーシェッド 道路附属物等 修繕

富山県 立山町 県道富山立山公園線 瀬戸蔵１５号スノーシェッド 道路附属物等 修繕

富山県 立山町 県道富山立山公園線 瀬戸蔵１６号スノーシェッド 道路附属物等 修繕

富山県 立山町 県道富山立山公園線 瀬戸蔵１７号スノーシェッド 道路附属物等 修繕

富山県 立山町 県道富山立山公園線 瀬戸蔵１８号スノーシェッド 道路附属物等 修繕

富山県 立山町 県道富山立山公園線 瀬戸蔵１９号スノーシェッド 道路附属物等 修繕

富山県 立山町 県道富山立山公園線 瀬戸蔵２０号スノーシェッド 道路附属物等 修繕

富山県 立山町 県道富山立山公園線 瀬戸蔵２１号スノーシェッド 道路附属物等 修繕

富山県 立山町 県道富山立山公園線 瀬戸蔵７号ロックシェッド 道路附属物等 修繕

富山県 立山町 県道富山立山公園線 瀬戸蔵１号ロックシェッド 道路附属物等 修繕

富山県 立山町 県道富山立山公園線 瀬戸蔵４号ロックシェッド 道路附属物等 修繕
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富山県 立山町 県道富山立山公園線 瀬戸蔵５号ロックシェッド 道路附属物等 修繕

富山県 立山町 県道富山立山公園線 瀬戸蔵２号ロックシェッド 道路附属物等 修繕

富山県 立山町 県道富山立山公園線 瀬戸蔵１０号ロックシェッド 道路附属物等 修繕

富山県 立山町 県道富山立山公園線 桂台１号スノーシェッド 道路附属物等 修繕

富山県 黒部市 県道朝日宇奈月線 ２号洞門（落石型） 道路附属物等 修繕

富山県 黒部市 県道朝日宇奈月線 ４号洞門（落石型） 道路附属物等 修繕

富山市橋梁長寿命化修繕計画

富山市 富山市 綾田北代線 八田橋（下流側） 橋梁 更新

富山市 富山市 新婦１号線 新婦大橋 橋梁 修繕

富山市 富山市 鏡町水谷線 八尾大橋 橋梁 修繕

富山市 富山市 田島安田線 祢比川橋 橋梁 修繕

富山市 富山市 鍋谷谷線 南部大橋 橋梁 修繕

富山市 富山市 猪谷舟渡線 神峡橋 橋梁 修繕

富山市 富山市 新婦２号線 小黒陸橋 橋梁 修繕

富山市 富山市 下野新線 全袋橋 橋梁 修繕

富山市 富山市 上野西小俣線 小俣橋２号 橋梁 修繕

富山市 富山市 古沢医薬大線 呉羽橋 橋梁 修繕

富山市 富山市 牛島萩浦線 興人橋 橋梁 修繕

富山市 富山市 萩原黒瀬線 八幡橋 橋梁 更新

富山市 富山市 上野新線 上野新橋 橋梁 修繕

富山市 富山市 区画街路第３０２号線 古開橋 橋梁 修繕

富山市 富山市 蓮町千原崎線 千原崎橋 橋梁 修繕

富山市 富山市 東老田黒河線 中老田橋 橋梁 修繕

富山市 富山市 町村大島線 合口橋 橋梁 更新

富山市 富山市 水橋石割高寺線 石割橋 橋梁 修繕

富山市 富山市 小坂折谷線 折谷橋 橋梁 修繕

富山市 富山市 保内神通線 西神通橋 橋梁 修繕

富山市 富山市 梅苑町小長谷線 小長谷橋 橋梁 修繕

富山市 富山市 久婦須川ダム線 淵橋 橋梁 修繕

富山市 富山市 高熊八尾線 山吹橋 橋梁 撤去

富山市 富山市 新保１０号線 新保大橋 橋梁 修繕

富山市 富山市 下瀬上瀬線 上瀬橋 橋梁 修繕

富山市 富山市 長沢千里線 長沢橋 橋梁 修繕

富山市 富山市 山田八尾線 宿坊大橋 橋梁 修繕

富山市 富山市 区画街路第3928号線 柳町1号橋 橋梁 更新

富山市 富山市 神通町安養坊線 畑中2号橋 橋梁 修繕

富山市 富山市 神通町安養坊線 畑中1号橋 橋梁 更新

富山市 富山市 寺町城山線 報国橋 橋梁 修繕

富山市 富山市 寺町1号線 寺町3号橋 橋梁 修繕

富山市 富山市 五福青山線 五福11号橋 橋梁 修繕

富山市 富山市 五福羽根線 羽根2号橋 橋梁 修繕

富山市 富山市 金屋6号線 農道橋 橋梁 修繕

富山市 富山市 五福中央線 村西橋 橋梁 更新
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富山市 富山市 東富山停車場悪地線 古歌橋 橋梁 修繕

富山市 富山市 下赤江1号線 がめ川橋 橋梁 修繕

富山市 富山市 下赤江住宅7号線 (仮称)下赤江7号橋 橋梁 修繕

富山市 富山市 城村大場線 城村3号橋 橋梁 修繕

富山市 富山市 城村大場線 昭和新1号橋 橋梁 修繕

富山市 富山市 水橋東部1号線 水橋東部1号橋 橋梁 更新

富山市 富山市 水橋中新町15号線 水橋肘崎1号橋 橋梁 修繕

富山市 富山市 富浦町１号線 草島9号橋 橋梁 更新

富山市 富山市 日方江3号線 （仮称）日方江橋 橋梁 更新

富山市 富山市 五福羽根線 高田橋 橋梁 修繕

富山市 富山市 磯部清水線 桃井2号橋 橋梁 更新

富山市 富山市 町村大島線 （仮称）大島二丁目3号橋 橋梁 修繕

富山市 富山市 安田線 安田10号橋 橋梁 修繕

富山市 富山市 安田線 安田11号橋 橋梁 修繕

富山市 富山市 下吉川富川線 富川1号橋 橋梁 修繕

富山市 富山市 千里駅高日附線 千里1号橋 橋梁 更新

富山市 富山市 砂子田３号線 砂子田5号橋 橋梁 修繕

富山市 富山市 袋団地線 袋6号橋 橋梁 修繕

富山市 富山市 田島安田線 安田2号橋 橋梁 修繕

富山市 富山市 袋団地2号線 袋7号橋 橋梁 修繕

富山市 富山市 笹倉麦島線 麦島2号橋 橋梁 修繕

富山市 富山市 袋団地2号線 袋8号橋 橋梁 修繕

富山市 富山市 みどり住宅団地線 分田4号橋 橋梁 修繕

富山市 富山市 長沢千里線 富崎1号橋 橋梁 更新

富山市 富山市 福島八尾中学校線 駒見橋 橋梁 修繕

富山市 富山市 新田三田線 新三田橋 橋梁 修繕

富山市 富山市 奥田三田線 穴田橋 橋梁 修繕

富山市 富山市 出島横手橋線 横手橋 橋梁 修繕

富山市 富山市 小見亀谷線 小見橋1号 橋梁 修繕

富山市 富山市 下番殿様林線 馬瀬口橋1号 橋梁 更新

富山市 富山市 下番5号線 下番橋2号 橋梁 修繕

富山市 富山市 楡原中島1号 清水谷橋 橋梁 修繕

富山市 富山市 落合橋羽根線 御旅屋橋 橋梁 更新

富山市 富山市 大泉1区中部3号線 源右ェ門橋 橋梁 修繕

富山市 四方新 四方新四方北窪線 四方新橋 橋梁 更新

富山市 富山市 青島小倉線 合場川橋 橋梁 修繕

富山市トンネル長寿命化修繕計画

富山市 富山市 市道蟹寺加賀沢線 砂蔵トンネル トンネル 修繕

高岡市橋梁長寿命化修繕計画

高岡市 高岡市 福岡下老子線 新岸渡橋 橋梁 修繕

高岡市 高岡市 下牧野中曽根線 無名橋192 橋梁 修繕

高岡市 高岡市 和田1号線 和田23号橋 橋梁 修繕

高岡市 高岡市 羽広北島線 無名橋77 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

富山県 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

高岡市 高岡市 佐野石塚線 和田284号橋 橋梁 修繕

高岡市 高岡市 下牧野3号線 下牧野194号橋 橋梁 修繕

高岡市 高岡市 答野島石堤線 柴野692号橋 橋梁 修繕

高岡市 高岡市 下麻生伸町1号線 下麻生伸町877号橋 橋梁 修繕

高岡市 高岡市 四屋環境センター線 四屋131号橋 橋梁 修繕

高岡市 高岡市 小泉新東保新線 小泉新橋 橋梁 修繕

高岡市 高岡市 十二町島東藤平蔵線 大林橋 橋梁 修繕

高岡市 高岡市 城東一丁目大野1号線 大野陸橋 橋梁 修繕

魚津市橋梁長寿命化修繕計画

魚津市 魚津市 新角川上口線 上口橋 橋梁 修繕

魚津市 魚津市 湯上７号線 湯上東橋 橋梁 修繕

氷見市橋梁長寿命化修繕計画

氷見市 氷見市 谷村１号線 田中橋 橋梁 修繕

氷見市 氷見市 新保上田線 新田橋 橋梁 修繕

黒部市橋梁長寿命化修繕計画

黒部市 黒部市 市道生地１７号線 31-2 橋梁 修繕

黒部市 黒部市 市道内山12号線 1052-1 橋梁 修繕

黒部市 黒部市 市道枕野２号線 枕野跨道橋 橋梁 修繕

砺波市橋梁長寿命化修繕計画

砺波市 砺波市 庄川環状線 水門前橋 橋梁 修繕

砺波市 砺波市 舟戸橋隠尾線 舟戸橋 橋梁 修繕

砺波市 砺波市 五郎丸３号線 無名橋271 橋梁 修繕

砺波市 砺波市 金屋青島１号線 無名橋429 橋梁 修繕

砺波市 砺波市 北高木放寺線 無名橋44 橋梁 修繕

砺波市 砺波市 若宮線 無名橋454 橋梁 修繕

砺波市 砺波市 豊町深江線 大辻跨線橋 橋梁 修繕

砺波市 砺波市 青島金屋１号線 無名橋428 橋梁 修繕

砺波市 砺波市 山王町表町歩行者道線 砺波駅自由通路 橋梁 修繕

小矢部市橋梁長寿命化修繕計画

小矢部市 小矢部市 清水蓑輪線 七川橋 橋梁 修繕

小矢部市 小矢部市 興法寺1号線 御手洗川3号橋 橋梁 修繕

小矢部市 小矢部市 埴生東蟹谷線 瑞穂橋 橋梁 修繕

小矢部市 小矢部市 松永矢水町線 矢長橋 橋梁 修繕

小矢部市 小矢部市 水島五社線 横江宮川橋 橋梁 修繕

南砺市橋梁長寿命化修繕計画

南砺市 南砺市 上梨小原線 太平橋 橋梁 修繕

南砺市 南砺市 吉江中中ノ江線 中ノ江橋 橋梁 修繕

南砺市 南砺市 北野次郎丸線 北野向田畜産 橋梁 修繕

南砺市 南砺市 末広町北野線 城北橋 橋梁 修繕

南砺市 南砺市 野下盛新線 新中尾橋 橋梁 修繕

南砺市 南砺市 千福中尾線 新上津見橋 橋梁 修繕

南砺市 南砺市 七ッ屋荒木町線 旅川会館橋 橋梁 修繕

南砺市 南砺市 高堀太美山線 上大井川橋 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

富山県 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

南砺市 南砺市 立野原蓑谷線 向野橋 橋梁 修繕

南砺市 南砺市 高堀太美山線 八田橋 橋梁 修繕

南砺市 南砺市 井波環状線 大門橋（A橋） 橋梁 修繕

南砺市 南砺市 吉江野小山線 若宮橋 橋梁 修繕

南砺市 南砺市 吉松川上中線 大谷谷橋 橋梁 修繕

南砺市トンネル長寿命化修繕計画

南砺市 南砺市 市道山の神線 新山の神トンネル トンネル 修繕

南砺市 南砺市 市道桂線 打越隧道 トンネル 修繕

射水市橋梁長寿命化修繕計画

射水市 射水市 金山３０６号線 五官野橋 橋梁 修繕

射水市 射水市 作道三ケ線 作道橋 橋梁 修繕

射水市 射水市 大島北野鷲塚線 小杉大橋 橋梁 修繕

射水市 射水市 二口１号線 米山橋 橋梁 修繕

射水市 射水市 放生津町立町線 山王橋 橋梁 修繕

上市町橋梁長寿命化修繕計画

上市町 上市町 柿沢・舘線 日舘橋 橋梁 修繕

上市町 上市町 正印新･北島南線 地鉄跨線橋 橋梁 修繕

上市町 上市町 稗田・中学校線 無名橋165 橋梁 更新

立山町橋梁長寿命化修繕計画

立山町 立山町 町道日中支線 日舘橋 橋梁 修繕

立山町 立山町 町道浦田新村線 若神橋 橋梁 修繕

立山町 立山町 町道福田白岩線 白岩橋 橋梁 修繕

立山町 立山町 町道米道2号線 第二米道橋 橋梁 修繕

立山町 立山町 町道五百石道源寺線 三千俵橋 橋梁 修繕

立山町 立山町 町道五百石道源寺線 新江橋 橋梁 修繕

立山町 立山町 町道日俣榎線 無名橋114 橋梁 修繕

立山町 立山町 町道二ツ塚辻線 無名橋234 橋梁 修繕

立山町 立山町 町道二ツ塚辻線 無名橋235 橋梁 修繕

入善町橋梁長寿命化修繕計画

入善町 入善町 舟見横断線 新舟川橋 橋梁 修繕

朝日町橋梁長寿命化修繕計画

朝日町 朝日町 山崎南保線 新舟川橋 橋梁 修繕

朝日町 朝日町 山崎南保線 小川橋 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：　富山県 ※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

南砺市森と文化が育む地域づくり計画 南砺市 15

　小　計 15

※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。



富 山 県

水管理・国土保全局



令和３年度当初予算　河川事業（直轄・富山県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

黒部川 黒部川 一般河川改修事業 222　 黒部市
く ろ べ し

、入善町
にゅうぜんまち

常願寺川 常願寺川 一般河川改修事業 257　 立山町
たてやままち

神通川 神通川 一般河川改修事業 1,186　 富山市
と や ま し

庄川 庄川 一般河川改修事業 377　 高岡市
たかおかし

、射水
いみず

市
し

、砺波市
と な み し

小矢部川 小矢部川 一般河川改修事業 235　 高岡市
たかおかし

黒部川 総合水系環境整備事業 49　 黒部市
く ろ べ し

、入善町
にゅうぜんまち

神通川 総合水系環境整備事業 68　 富山市
と や ま 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・富山県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

庄川 地久子川 事業間連携河川事業 300　 高岡市
た か お か し

小矢部川 谷内川 事業間連携河川事業 250　 高岡市
た か お か し

神通川 坪野川 大規模特定河川事業 300　 富山市
と や ま し

泉川 泉川 大規模特定河川事業 60　 氷見市
ひ み し

中川 沖田川 大規模特定河川事業 100　 滑川市
なめりかわし

白岩川 白岩川 大規模特定河川事業 50　 富山市
と や ま し

鴨川 鴨川 大規模特定河川事業 500　 魚津市
う お づ し



富山県

　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

多目的ダム建設事業 庄川利賀ダム 3,729 4,096



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

じょうがんじがわ じょうがんじがわ ゆかわ しんゆさぼうえんていぐん とやまし、なかにいかわぐん たてやままち ありみね、あしくらじ

立山砂防 火山砂防 常願寺川 常願寺川 湯川 新湯砂防堰堤群 富山市、中新川郡 立山町 有峰、芦峅寺 砂防堰堤工 236
じょうがんじがわ じょうがんじがわ ゆかわ たきだにさぼうえんていぐん とやまし ありみね

常願寺川 常願寺川 湯川 滝谷砂防堰堤群 富山市 有峰 砂防堰堤工 253
じょうがんじがわ じょうがんじがわ ゆかわ ゆかわじょうりゅうさぼうえんていぐん とやまし、なかにいかわぐん たてやままち ありみね、あしくらじ

常願寺川 常願寺川 湯川 湯川上流砂防堰堤群 富山市、中新川郡 立山町 有峰、芦峅寺 砂防堰堤工 311
じょうがんじがわ じょうがんじがわ ゆかわ うさぎだにさぼうえんていぐん（にき） とやまし ありみね

常願寺川 常願寺川 湯川 兎谷砂防堰堤群（Ⅱ期） 富山市 有峰 砂防堰堤工 34
じょうがんじがわ じょうがんじがわ ゆかわ かなやまだにさぼうえんていぐん とやまし ありみね

常願寺川 常願寺川 湯川 金山谷砂防堰堤群 富山市 有峰 砂防堰堤工 275
じょうがんじがわ じょうがんじがわ ゆかわ ありみねかりゅうさがんさんぷくこう とやまし ありみね

常願寺川 常願寺川 湯川 有峰下流左岸山腹工 富山市 有峰 山腹工 34
じょうがんじがわ じょうがんじがわ ゆかわ ありみねちくけいがんたいさく とやまし、なかにいかわぐん たてやままち ありみね、あしくらじ

常願寺川 常願寺川 湯川 有峰地区渓岸対策 富山市、中新川郡 立山町 有峰、芦峅寺 砂防堰堤工 320
じょうがんじがわ じょうがんじがわ ゆかわ だしわらだにかりゅうさぼうえんていぐん とやまし ありみね

常願寺川 常願寺川 湯川 多枝原谷下流砂防堰堤群 富山市 有峰 砂防堰堤工 51
じょうがんじがわ じょうがんじがわ まがわ まがわじょうりゅうさぼうえんていぐん とやまし ありみね

常願寺川 常願寺川 真川 真川上流砂防堰堤群 富山市 有峰 砂防堰堤工 241
じょうがんじがわ じょうがんじがわ まがわ まがわだいさんごうさぼうえんてい とやまし ありみね

常願寺川 常願寺川 真川 真川第３号砂防堰堤 富山市 有峰 砂防堰堤工 305
じょうがんじがわ じょうがんじがわ じょうがんじがわちゅうりゅういきさぼうえんていかいちく とやまし、なかにいかわぐん たてやままち ありみね、あしくらじ

常願寺川 常願寺川 常願寺川中流域砂防堰堤改築 富山市、中新川郡 立山町 有峰、芦峅寺 砂防堰堤工 497
じょうがんじがわ じょうがんじがわ さぶだにさぼうえんていかいちく とやまし、なかにいかわぐん たてやままち ありみね、あしくらじ

常願寺川 常願寺川 サブ谷砂防堰堤改築 富山市、中新川郡 立山町 有峰、芦峅寺 砂防堰堤工 303
じょうがんじがわ じょうがんじがわ じょうがんじがわちゅうりゅういきしゃめんたいさく なかにいかわぐん たてやままち あしくらじ

常願寺川 常願寺川 常願寺川中流域斜面対策 中新川郡 立山町 芦峅寺 斜面対策工 539
じょうがんじがわ じょうがんじがわ くわたにじょうりゅうさぼうえんてい とやまし、なかにいかわぐん たてやままち ありみね、あしくらじ

常願寺川 常願寺川 桑谷上流砂防堰堤 富山市、中新川郡 立山町 有峰、芦峅寺 砂防堰堤工 269
じょうがんじがわ じょうがんじがわ あまどりかりゅうさぼうえんてい とやまし、なかにいかわぐん たてやままち ありみね、あしくらじ

常願寺川 常願寺川 天鳥下流砂防堰堤 富山市、中新川郡 立山町 有峰、芦峅寺 砂防堰堤工 34
じょうがんじがわ じょうがんじがわ なかごやさぼうえんてい とやまし、なかにいかわぐん たてやままち ありみね、あしくらじ

常願寺川 常願寺川 中小屋砂防堰堤 富山市、中新川郡 立山町 有峰、芦峅寺 砂防堰堤工 84
じょうがんじがわ じょうがんじがわ しょうみょうがわ しょうみょうがわりゅういきさぼうせつびかいちく なかにいかわぐん たてやままち あしくらじ

常願寺川 常願寺川 称名川 称名川流域砂防設備改築 中新川郡 立山町 芦峅寺 砂防堰堤工 1

合計 17 箇所 3,787

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（富山県　１／２）

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

くろべがわ くろべがわ くろなぎがわ くろなぎがわさぼうえんていぐん くろべし うなづきまちくろべ

黒部河川 砂防 黒部川 黒部川 黒薙川 黒薙川砂防堰堤群 黒部市 宇奈月町黒部 砂防堰堤工 192
くろべがわ くろべがわ こくろべだに こくろべだにだいにごうさぼうえんてい くろべし うなづきまちくろべ

黒部川 黒部川 小黒部谷 小黒部谷第２号砂防堰堤 黒部市 宇奈月町黒部 砂防堰堤工 192
くろべがわ くろべがわ ばばだにがわ ばばだにさぼうえんていぐんかいちく くろべし うなづきまちくろべ

黒部川 黒部川 祖母谷川 祖母谷砂防堰堤群改築 黒部市 宇奈月町黒部 砂防堰堤工 218

合計 3 箇所 602

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（富山県　２／２）

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）

大規模更新 じょうがんじがわ うしくびたにかわ とやまし ほんぐう

砂防等事業 常願寺川 牛首谷川 富山市 本宮 堰堤改築工 5
じんづうがわ しみずたにがわ とやまし にれはら

神通川 清水谷川 富山市 楡原 堰堤改築工 5
はやつきがわ おまたがわ なかにいかわぐん かみいちまち いおり

早月川 小又川 中新川郡 上市町 伊折 堰堤改築工 140
かたかいがわ ひがしまたたにがわ うおづし さんが

片貝川 東又谷川 魚津市 三ケ他 堰堤改築工 60
かたかいがわ ふせがわ くろべし ふくひら

片貝川 布施川 黒部市 福平 堰堤改築工 20
はやつきがわ こはやつきがわ うおづし とらたに

早月川 小早月川 魚津市 虎谷 堰堤改築工 30
かたかいがわ みなみまただにがわ うおづし さんが

片貝川 南又谷川 魚津市 三ケ 堰堤改築工 25
さかいがわ さかいがわ しもにいかわぐん あさひまち だいら

境川 境川 下新川郡 朝日町 大平 堰堤改築工 40
さかいがわ みずかみたに しもにいかわぐん あさひまち だいら

境川 水上谷 下新川郡 朝日町 大平 堰堤改築工 40
くろべがわ おとたにかわ くろべし うなづきまちおとざわ

黒部川 音谷川 黒部市 宇奈月町音沢 堰堤改築工 30
ささがわ しっちゃだにかわ しもにいかわぐん あさひまち ささがわ

笹川 七重谷川 下新川郡 朝日町 笹川 堰堤改築工 30
しょうがわ おおたに なんとし かみたいらほそじま

庄川 大谷 南砺市 上平細島 堰堤改築工 10
しょうがわ あくせたに なんとし とがむらあべっとう

庄川 悪瀬谷 南砺市 利賀村阿別当 堰堤改築工 40

小計 １３箇所 475

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（富山県　1/5）

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 じんづうがわ のづみがわ とやまし やつおまちひがしくずさか　りょうしがはら

砂防等事業 神通川 野積川 富山市 八尾町西葛坂～猟師ヶ原 渓流保全工 69
おやべがわ やまかわ たかおかし にしひろたに

小矢部川 山川 高岡市 西広谷 砂防堰堤工 40
おやべがわ ふたがみ(3) たかおかし ふたがみ

小矢部川 二上(3) 高岡市 二上 砂防堰堤工 5
おやべがわ ふたがみ(2) たかおかし ふたがみ

小矢部川 二上(2) 高岡市 二上 砂防堰堤工 5
じょうがんじがわ ざっこくたに なかにいかわぐん たてやままち あしくらじ

常願寺川 雑穀谷 中新川郡 立山町 芦峅寺 砂防堰堤工 110
じょうがんじがわ あずきだに なかにいかわぐん たてやままち あしくらじ

常願寺川 小豆谷 中新川郡 立山町 芦峅寺 砂防堰堤工 40
じんづうがわ ももせがわ なんとし とがむらかみももせ

神通川 百瀬川 南砺市 利賀村上百瀬 砂防堰堤工 30
おやべがわ うちおがわ なんとし ひのせと

小矢部川 打尾川 南砺市 樋瀬戸 砂防堰堤工 10
おやべがわ いけかわ なんとし じょうはな

小矢部川 池川 南砺市 城端 渓流保全工 90
おやべがわ ふとみだに なんとし ふとみ

小矢部川 太美谷 南砺市 太美 砂防堰堤工 10
おやべがわ うしろだに(2) おやべし うしろだに

小矢部川 後谷(2) 小矢部市 後谷 砂防堰堤工 30
おやべがわ たがわやちがわ(2) おやべし たがわ

小矢部川 田川谷内川(2) 小矢部市 田川 砂防堰堤工 20
おやべがわ うちやま おやべし うちやま

小矢部川 内山 小矢部市 内山 砂防堰堤工 40
しらいわがわ くだらしだに なかにいかわぐん たてやままち とちづ

白岩川 下嵐谷 中新川郡 立山町 栃津 砂防堰堤工 20
かたかいがわ うらたにがわ うおづし へびた

片貝川 浦谷川 魚津市 蛇田 渓流保全工 20

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（富山県　2/5）

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 おがわ いしたにがわ しもにいがわぐん あさひまち なんぼ

砂防等事業 小川 石谷川 下新川郡 朝日町 南保 砂防堰堤工 10
きながしがわ しもよこおたに しもにいかわぐん あさひまち よこお

木流川 下横尾谷 下新川郡 朝日町 横尾 砂防堰堤工 20
かたかいがわ てらたにしきたにがわ くろべし おやま

片貝川 寺谷敷谷川 黒部市 尾山 砂防堰堤工 20
かたかいがわ うちゅうだににしざわ くろべし うちゅうだに

片貝川 内生谷西沢 黒部市 内生谷 砂防堰堤工 10
かみしょうがわ いしどまえだに ひみし かきなや

上庄川 石戸前谷 氷見市 柿谷 砂防堰堤工 30
かたかいがわ ひおたにかわ うおづし ひお

片貝川 日尾谷川 魚津市 日尾 渓流保全工 40
かたかいがわ おやまおおたにがわ くろべし おやま

片貝川 尾山大谷川 黒部市 尾山 渓流保全工 30

小計 ２２箇所 699

合計
３５箇所 1,174

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（富山県　3/5）

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 そうれちく とやまし やまだそうれ

砂防等事業 沢連地区 富山市 山田沢連 アンカー工 10
ゆちく とやまし やまだゆ

湯地区 富山市 山田湯 法面工 60
ずかわちく たかおかし ずかわ

頭川地区 高岡市 頭川 集水井工 66

小計 ３箇所 136

事業間連携 すわまちちく とやまし やつおまちすわまち

砂防等事業 諏訪町地区 富山市 八尾町諏訪町 法面工 10
ながさかちく ひみし ながさか

長坂地区 氷見市 長坂 アンカー工 16
おおしまちく なんとし かごど

大島地区 南砺市 篭渡 横ボーリング工 15
つぼのちく おやべし たにつぼの

坪野地区 小矢部市 谷坪野 集水井工 10

小計 ４箇所 51

７箇所 187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（富山県　4/5）

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 おおまつちく なかにいかわぐん かみいちまち おおまつ

砂防等事業 大松地区 中新川郡 上市町 大松 法枠工 23

ほんごう(2)ちく なめりかわし ほんごう

本江(2)地区 滑川市 本江 待受擁壁工 27

そうりょう(5)ちく ひみし そうりょう

惣領(5)地区 氷見市 惣領 法枠工 18

３箇所 68
※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（富山県　5/5）

事業区分 水系名 箇所名
所在地



北陸地方整備局（富山県） （単位：百万円）

海岸保全施設整備事業 下新川海岸 入善町
にゅうぜんまち

1,535 副離岸堤（入善町）等

富山県　計 1,535

令和３年度　配分予算
（水管理・国土保全局海岸室所管　直轄海岸事業）

事　業　名 海岸名 市町村名 事業費 R3実施計画内容 備考



富　山　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　 富山県

（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

551,400

富山市 富山市 新規 富山市中心市街地地区 1/2 275,700

507,111

富山市 富山市 継続 富山市公共交通沿線地区 4.5/10 228,200

207,200

高岡市 高岡市 継続 福岡中央地区（第3期） 1/2 103,600

1/2, 254,947

魚津市 魚津市 新規 魚津市中心市街地地区 4.5/10 121,100

1/2, 107,368

氷見市 氷見市 継続 氷見地区(第3期) 4.5/10 51,000

1/2, 946,947

黒部市 黒部市 継続 黒部市中心市街地地区 4.5/10 449,800

124,000

入善町 入善町 継続 入善市街地地区 1/2 62,000

2,698,973

合計 1,291,400

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 富山県
（単位：千円）

（ 6,000 ）
2,000

計 （ 6,000 ）
2,000

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

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)

魚津市管内 魚津市 新 1/3
魚津市総合都市交通
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：富山県 (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） 東岩瀬線 富山市 上野新町工区 50

改築 （都） 下伏間江福田線 高岡市 伏木富山港アクセス 698

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：富山県 (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 あいの風とやま鉄道線等 富山市 富山駅付近 1,300

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：富山県 (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 富山県 富山県無電柱化推進計画事業 520
(都)牛島蜷川線〔富山市〕、(都)総曲輪線（電共）〔富山市〕、(都)高岡
伏木線（電共）〔高岡市〕、(都)高岡駅波岡線（電共）〔高岡市〕



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：富山県 (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 富山県 橋梁長寿命化修繕計画 3,696 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

富山県 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

富山県 射水市 415号 新庄川橋（上り） 橋梁 修繕

富山県 射水市 415号 新庄川橋（下り） 橋梁 更新

富山県 射水市 415号 下新橋（下り） 橋梁 修繕

富山県 高岡市 五十里氷見線 ＢＯＸ 橋梁 修繕

富山県 高岡市 高岡小杉線 南郷大橋（下り） 橋梁 修繕

富山県 射水市 高岡青井谷線 大門大橋 橋梁 修繕

富山県 高岡市 高岡氷見線 国条橋 橋梁 修繕

富山県 高岡市 守山向野線 二上町橋 橋梁 修繕

富山県 高岡市 小野上渡線 五位橋 橋梁 修繕

富山県 射水市 八町大門線 土田橋 橋梁 修繕

富山県 高岡市 福岡宮島峡公園線 山川橋 橋梁 修繕

富山県 小矢部市 藤森岡線 農免大橋 橋梁 修繕

富山県 小矢部市 小矢部福光線 神下橋 橋梁 修繕

富山県 小矢部市 小矢部福光線 小森橋 橋梁 修繕

富山県 小矢部市 471号 島分橋（上り） 橋梁 修繕

富山県 小矢部市 小矢部福光線 石動大橋 橋梁 修繕

富山県 小矢部市 小矢部福光線 野端跨線橋 橋梁 修繕

富山県 小矢部市 安養寺砺波線 経田橋 橋梁 修繕

富山県 魚津市 堀江魚津線 新月形橋 橋梁 修繕

富山県 滑川市 滑川上市線 加嶋橋 橋梁 修繕

富山県 魚津市 阿弥陀堂魚津停車場線 天神橋 橋梁 修繕

富山県 魚津市 虎谷大榎線 入会橋 橋梁 修繕

富山県 滑川市 富山滑川魚津線 早月大橋 橋梁 修繕

富山県 滑川市 古鹿熊滑川線 辰野跨線橋 橋梁 修繕

富山県 砺波市 新湊庄川線 雄神橋 橋梁 修繕

富山県 砺波市 坪野小矢部線 上和田橋 橋梁 修繕

富山県 南砺市 富山庄川小矢部自転車道線 苗島5号橋 橋梁 撤去

富山県 砺波市 坪野小矢部線 砺波大橋 橋梁 修繕

富山県 南砺市 156号 小白川橋 橋梁 修繕

富山県 南砺市 156号 火の川原橋 橋梁 修繕

富山県 南砺市 156号 楮橋 橋梁 修繕

富山県 南砺市 156号 細島橋 橋梁 修繕

富山県 南砺市 156号 小原橋 橋梁 修繕

富山県 南砺市 156号 平橋 橋梁 修繕

富山県 南砺市 156号 渡原１号橋 橋梁 修繕

富山県 南砺市 156号 杉尾２号橋 橋梁 修繕

富山県 南砺市 156号 湯出島橋 橋梁 修繕

富山県 南砺市 156号 杉尾第５号桟道橋 橋梁 修繕

富山県 南砺市 304号 梨谷大橋 橋梁 修繕

富山県 南砺市 利賀河合線 昌栄橋 橋梁 修繕

富山県 南砺市 福光上平線 ２号橋 橋梁 修繕

富山県 南砺市 安居福野線 川崎橋 橋梁 更新



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

富山県 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

富山県 南砺市 安居福野線 柴田屋橋 橋梁 修繕

富山県 南砺市 西勝寺福野線 荊波橋 橋梁 修繕

富山県 南砺市 西勝寺福野線 大井川橋 橋梁 修繕

富山県 南砺市 才川七城端線 太美橋 橋梁 修繕

富山県 黒部市 朝日宇奈月線 愛本橋 橋梁 修繕

富山県 朝日町 大家庄東草野線 朝日橋 橋梁 修繕

富山県 黒部市 若栗生地線 飯沢跨線橋 橋梁 修繕

富山県 入善町 魚津生地入善線 道市跨線橋 橋梁 修繕

富山県 入善町 大家庄上飯野線 草川1号橋 橋梁 修繕

富山県 黒部市 音沢中ノ口線 境谷橋 橋梁 修繕

富山県 黒部市 中山田家新線 田家野橋 橋梁 修繕

富山県 入善町 魚津生地入善線 下黒部橋 橋梁 修繕

富山県 氷見市 高岡羽咋線 土倉橋 橋梁 修繕

富山県 氷見市 氷見惣領志雄線 新惣領橋 橋梁 修繕

富山県 氷見市 高岡氷見線 脇之谷内橋 橋梁 修繕

富山県 氷見市 高岡氷見線 脇之谷内橋歩道橋 橋梁 修繕

富山県 氷見市 万尾脇方線 針木橋 橋梁 修繕

富山県 氷見市 万尾脇方線 宇波橋 橋梁 更新

富山県 氷見市 415号 泉大橋 橋梁 修繕

富山県 氷見市 氷見惣領志雄線 川尻橋 橋梁 修繕

富山県 富山市 359号 笹倉1号橋 橋梁 修繕

富山県 富山市 富山高岡線 五福1号橋1 橋梁 修繕

富山県 富山市 富山高岡線 野口3号橋2 橋梁 修繕

富山県 富山市 富山空港線 友杉1号橋 橋梁 修繕

富山県 富山市 富山空港線 友杉2号橋 橋梁 修繕

富山県 富山市 富山小杉線 布瀬1号橋1 橋梁 修繕

富山県 富山市 富山小杉線 有沢2号橋 橋梁 修繕

富山県 富山市 富山小杉線 下野橋 橋梁 修繕

富山県 富山市 富山小杉線 安田3号橋 橋梁 修繕

富山県 富山市 立山山田線 高善寺橋 橋梁 更新

富山県 富山市 359号 速星3号橋 橋梁 修繕

富山県 富山市 富山高岡線 藤子橋 橋梁 修繕

富山県 富山市 富山外郭環状線 下熊野2号橋 橋梁 修繕

富山県 富山市 359号 婦中大橋（上流） 橋梁 修繕

富山県 富山市 472号 茗ヶ島橋 橋梁 修繕

富山県 富山市 471号 大谷橋 橋梁 修繕

富山県 富山市 472号 土玉生橋 橋梁 修繕

富山県 富山市 新湊平岡線 野町跨線橋 橋梁 修繕

富山県 富山市 富山高岡線 呉羽跨線橋 橋梁 修繕

富山県 富山市 富山空港線 空港橋 橋梁 修繕

富山県 富山市 富山環状線 荒川跨線橋 橋梁 修繕

富山県 富山市 富山小杉線 有沢橋（新） 橋梁 修繕

富山県 富山市 富山外郭環状線 小泉橋 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

富山県 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

富山県 富山市 八幡田稲荷線 稲荷町跨線橋 橋梁 修繕

富山県 立山町 寺坪上市線 福田橋 橋梁 修繕

富山県 富山市 富山滑川魚津線 新池田橋 橋梁 修繕

富山県 富山市 辻滑川線 江尻橋 橋梁 修繕

富山県 上市町 大岩神明町線 大岩橋 橋梁 修繕

富山県 立山町 富山外郭環状線 利田三郷用水橋 橋梁 修繕

富山県 富山市 富山上市線 石門橋 橋梁 修繕

富山県 富山市 富山上市線 古川橋 橋梁 修繕

富山県 立山町 寺坪上市線 日中2号橋 橋梁 修繕

富山県 富山市 415号 常願寺大橋 橋梁 修繕

富山県 富山市 富山魚津線 今川橋 橋梁 更新

富山県 富山市 富山立山魚津線 大日橋 橋梁 修繕

富山県 富山市 富山立山魚津線 大日橋左岸高架橋 橋梁 修繕

富山県 富山市 立山山田線 立山橋 橋梁 修繕

富山県 富山市 立山山田線 立山橋自歩道橋 橋梁 修繕

富山県 富山市 原千垣停車場線 芳見橋 橋梁 修繕

富山県 上市町 立山水橋線 交益橋 橋梁 修繕

富山県 上市町 剣岳公園線 伊折橋 橋梁 修繕

富山県 立山町 富山立山魚津線 日置橋 橋梁 修繕

富山県 立山町 富山立山公園線 人津谷橋 橋梁 修繕

富山県 立山町 富山立山公園線 桂小谷橋 橋梁 修繕

富山県 立山町 富山上滝立山線 藤橋 橋梁 修繕

富山県 立山町 女川谷口線 北浦橋 橋梁 修繕

富山県 魚津市 福平経田線 片貝大橋 橋梁 修繕

富山県 魚津市 福平経田線 東尾崎1号橋1 橋梁 修繕

富山県 南砺市 156号 合掌大橋 橋梁 修繕

富山県 南砺市 156号 飛越橋 橋梁 修繕

富山県 南砺市 156号 成出橋 橋梁 修繕

富山県 富山市 （一）辻ヶ堂市田袋線 水橋大橋 橋梁 更新



富 山 県

住 宅 局



地域居住機能再生推進事業　実施計画（令和３年度　当初配分）

（単位：千円）

都道府県 富山県
地区名 事業名 事業費 備考

富山南部周辺地区 地域居住機能再生推進事業 28,500 
28,500 合計



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 富山県
地区名 事業名 事業費 備考

富山市 空き家対策総合支援事業 21,200
高岡市 空き家対策総合支援事業 4,568
射水市 空き家対策総合支援事業 19,684
立山町 空き家対策総合支援事業 8,424
朝日町 空き家対策総合支援事業 2,738

56,614合計



港 湾 局

(単位：百万円)

事業区分 区分別事業費

富山県
富山県
富山県国際拠点港湾 伏 木 富 山 富 山 県 小 計 1,110
富山県 直 轄 860
富山県 補 助 250
富山県

1,110合　　　　計

港湾管理者
令和3年度事業費

摘　　要

富 山 県

令 和 ３ 年 度　 港 湾 整 備 事 業 予 算 

港　　格 港　　名



［直轄＋補助］ （単位：百万円)

事 業 費 主　　　要　　　内　　　容

（内地）

仙 台 1,574 耐震対策、無線施設整備、気象施設整備、移転補償等事業等

羽 田 49,363
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、
建築施設整備、無線施設整備、照明施設整備、住宅防音工事補助等

新 潟 3,189
浸水対策、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

広 島 1,097 浸水対策、滑走路端安全区域整備、エプロン改良、無線施設整備等

高 松 619 浸水対策、滑走路端安全区域整備、無線施設整備等

松 山 1,832
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 822
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

福 岡 24,728
滑走路増設、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 1,143 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

長 崎 1,920
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、照明施
設整備等

熊 本 1,720 CIQ施設整備、浸水対策、無線施設整備、気象施設整備等

大 分 2,716
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 2,889
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、教育施設・住宅防音工事補助等

鹿 児 島 3,292
浸水対策、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

成 田 2,656 庁舎耐震対策、CIQ施設整備、無線施設整備等

中 部 767 無線施設整備、気象施設整備等

関 西 3,012 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 1,795 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 960 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

山 形 174 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 97 浸水対策、無線施設整備

青 森 320 滑走路改良、誘導路改良、エプロン改良

花 巻 555 滑走路改良、無線施設整備、気象施設整備等

大 館 能 代 170 無線施設整備、気象施設整備

令和３年度　予算配分箇所表（空港整備）

会 社 管 理 空 港

特定地方管理空港

地 方 管 理 空 港

国 管 理 空 港

区　　　　分

1 / 4 



［直轄＋補助］ （単位：百万円)

事 業 費 主　　　要　　　内　　　容

令和３年度　予算配分箇所表（空港整備）

区　　　　分

庄 内 206 滑走路端安全区域整備、照明施設整備、気象施設整備

福 島 676 滑走路端安全区域整備、滑走路改良、誘導路改良、無線施設整備等

富 山 179 浸水対策、滑走路改良、無線施設整備

能 登 37 滑走路端安全区域整備

福 井 59 無線施設整備

松 本 42 無線施設整備、照明施設整備

静 岡 812 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、気象施設整備

神 戸 63 無線施設整備

南 紀 白 浜 341
滑走路端安全区域整備、耐震対策、滑走路改良、エプロン改良、無線施設
整備等

鳥 取 124 無線施設整備

出 雲 174 浸水対策、無線施設整備、照明施設整備等

石 見 531 滑走路改良、誘導路改良、無線施設整備、照明施設整備等

岡 山 415 エプロン改良、無線施設整備、照明施設整備等

佐 賀 413 誘導路改良、エプロン改良、無線施設整備、照明施設整備等

三 沢 37 無線施設整備、照明施設整備等

百 里 81 浸水対策、無線施設整備

小 松 1,122
エプロン拡張、浸水対策、誘導路改良、エプロン改良、無線施設整備、照
明施設整備等

美 保 375 エプロン改良、無線施設整備等

岩 国 108 浸水対策、無線施設整備等

徳 島 249 浸水対策、滑走路端安全区域整備、無線施設整備等

（北海道）

新 千 歳 6,625
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、無線施設整備等

稚 内 88 浸水対策、無線施設整備

釧 路 1,177 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備

函 館 1,440 浸水対策、滑走路端安全区域整備、無線施設整備等

旭 川 236 誘導路改良、無線施設整備等

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３年度　予算配分箇所表（空港整備）

区　　　　分

帯 広 1,349 滑走路端安全区域整備、誘導路改良、無線施設整備等

利 尻 33 滑走路端安全区域整備、無線施設整備

奥 尻 49 滑走路端安全区域整備、無線施設整備

中 標 津 35 無線施設整備、気象施設整備

紋 別 254 滑走路端安全区域整備、無線施設整備

女 満 別 336 滑走路端安全区域整備、エプロン改良、無線施設整備等

札 幌 126 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備等

（離島）

大 島 194 耐震対策、滑走路端安全区域整備、無線施設整備等

新 島 18 無線施設整備

神 津 島 77 無線施設整備

三 宅 島 18 無線施設整備

八 丈 島 474 無線施設整備

佐 渡 20 気象施設整備

隠 岐 18 無線施設整備

対 馬 301 滑走路改良、無線施設整備

福 江 240 無線施設整備

上 五 島 12 気象施設整備

種 子 島 62 滑走路端安全区域整備、無線施設整備

屋 久 島 4 気象施設整備

（奄美）

奄 美 216 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備等

喜 界 295 滑走路改良、照明施設整備

徳 之 島 160 滑走路端安全区域整備

沖 永 良 部 5 気象施設整備

地 方 管 理 空 港

共 用 空 港

地 方 管 理 空 港

地 方 管 理 空 港

3 / 4 



［直轄＋補助］ （単位：百万円)

事 業 費 主　　　要　　　内　　　容

令和３年度　予算配分箇所表（空港整備）

区　　　　分

（沖縄）

那 覇 10,581
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、照明施設整備等、住宅防音工事補助

粟 国 6 照明施設整備

慶 良 間 6 照明施設整備

久 米 島 368 無線施設整備、照明施設整備等

南 大 東 147 滑走路端安全区域整備、照明施設整備

北 大 東 192 滑走路端安全区域整備、滑走路改良、誘導路改良、エプロン改良等

伊 江 島 30 滑走路端安全区域整備

宮 古 342 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、気象施設整備等

下 地 島 666 無線施設整備、照明施設整備等

多 良 間 163 滑走路端安全区域整備、気象施設整備

新 石 垣 249 浸水対策、無線施設整備、気象施設整備

波 照 間 46 無線施設整備

与 那 国 442 無線施設整備、照明施設整備

名 古 屋 58 誘導路改良

八 尾 554 浸水対策、誘導路改良、エプロン改良、無線施設整備等

但 馬 108 滑走路改良、無線施設整備等

天 草 157 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。

その他の空港等

国 管 理 空 港

地 方 管 理 空 港

4 / 4 
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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。 



Ⅳ．管区海上保安本部等別配分額

[直轄事業]

対前年度倍率

海 上 保 安 庁 1 1,651 1.258

第 一 管 区
海 上 保 安 本 部

4 291 1.330

第 二 管 区
海 上 保 安 本 部

12 405 1.998

第 三 管 区
海 上 保 安 本 部

9 631 0.688

第 四 管 区
海 上 保 安 本 部

20 372 2.333

第 五 管 区
海 上 保 安 本 部

15 2,039 0.927

第 六 管 区
海 上 保 安 本 部

50 634 2.210

第 七 管 区
海 上 保 安 本 部

32 1,529 2.429

第 八 管 区
海 上 保 安 本 部

11 357 0.602

第 九 管 区
海 上 保 安 本 部

4 214 1.085

第 十 管 区
海 上 保 安 本 部

20 3,839 1.214

第 十 一 管 区
海 上 保 安 本 部

9 1,420 0.637

合　　　　　　　　計 185　※ 13,381 1.105

補助事業はなし ※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

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 襟裳岬船舶交通安全基盤整備事業 1

留萌港船舶交通安全基盤整備事業 1
函館港船舶交通安全基盤整備事業 1
厚岸漁港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 4
二 龍飛埼船舶交通安全基盤整備事業 1

能代港船舶交通安全基盤整備事業 1
宮古港船舶交通安全基盤整備事業 1
雄勝漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
中之作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
秋田船川港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
大間埼船舶交通安全基盤整備事業 1
陸奥大島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
八戸港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 12
三 京浜港船舶交通安全基盤整備事業※ 1

磯埼船舶交通安全基盤整備事業 1
洲埼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
剱埼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
横須賀港船舶交通安全基盤整備事業 1
舞阪船舶交通安全基盤整備事業 1
銚子港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 9
四 名古屋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
三河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
橋田鼻船舶交通安全基盤整備事業 1
トーガ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
広瀬船舶交通安全基盤整備事業(愛知県) 1
矢作川口沖船舶交通安全基盤整備事業 1
伊勢湾沖ノ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
篠島漁港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
大王埼船舶交通安全基盤整備事業 1
朝日礁船舶交通安全基盤整備事業 1
ヨセマル船舶交通安全基盤整備事業 1
石鏡漁港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
イチ島船舶交通安全基盤整備事業 1
四丈船舶交通安全基盤整備事業 1
渡リ黒ミ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 20



管区 事業箇所名 事業箇所数
五 明石海峡航路船舶交通安全基盤整備事業 1

大阪港船舶交通安全基盤整備事業 1
福良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
セメント磯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
赤穂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
鹿ノ瀬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
新宮港船舶交通安全基盤整備事業 1
孫埼船舶交通安全基盤整備事業 1
徳島小松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
高知港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 15
六 播磨灘北航路船舶交通安全基盤整備事業※ 1

広島港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
水島港船舶交通安全基盤整備事業 1
児島港船舶交通安全基盤整備事業 1
笠岡港船舶交通安全基盤整備事業 1
ネヅラ岩船舶交通安全基盤整備事業 1
竪場島船舶交通安全基盤整備事業 1
トクダキノ石船舶交通安全基盤整備事業 1
直島北西船舶交通安全基盤整備事業 1
東備港船舶交通安全基盤整備事業 1
岡山港船舶交通安全基盤整備事業 1
岩国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
伊予灘航路船舶交通安全基盤整備事業 1
音戸瀬戸船舶交通安全基盤整備事業 1
尾ノ鼻船舶交通安全基盤整備事業 1
安芸灘北航路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
福山港船舶交通安全基盤整備事業 1
尾道糸崎港船舶交通安全基盤整備事業 1
森ノ瀬ノ州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
似骨ノ礁船舶交通安全基盤整備事業 1
立花ノ州船舶交通安全基盤整備事業 1
細ノ州船舶交通安全基盤整備事業 1
中藻州船舶交通安全基盤整備事業 1
油ノ沖ノ石船舶交通安全基盤整備事業 1
牛クソ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
周防灘航路船舶交通安全基盤整備事業 1
八島船舶交通安全基盤整備事業 1
入鹿瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
団子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
沖ノハナゲ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
地ノハナゲ船舶交通安全基盤整備事業 1
干出岩船舶交通安全基盤整備事業 1
備讃瀬戸東航路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
来島海峡航路船舶交通安全基盤整備事業 1
新居浜港船舶交通安全基盤整備事業 1
錐ケ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
円瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
庄司太郎碆船舶交通安全基盤整備事業 1
水荷浦鼻沖船舶交通安全基盤整備事業 1
渡ケ碆船舶交通安全基盤整備事業 1
日振島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

小　　　　計 50
七 魚釣埼船舶交通安全基盤整備事業 1

豆酘埼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
佐世保港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
宇島港船舶交通安全基盤整備事業 1
小野田港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
沖ノ瀬船舶交通安全基盤整備事業(山口県) 1
波津白瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
住ノ江港船舶交通安全基盤整備事業 1
大牟田港船舶交通安全基盤整備事業 1
唐津港船舶交通安全基盤整備事業 1
伊万里港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
瀬戸港船舶交通安全基盤整備事業(長崎県) 1
脇岬港船舶交通安全基盤整備事業 1
口曽根船舶交通安全基盤整備事業 1
アサ曽根船舶交通安全基盤整備事業 1
鹿町海老曽根船舶交通安全基盤整備事業 1
米瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
滝瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
餅米瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
薄香湾舵掛岩船舶交通安全基盤整備事業 1
アサマ船舶交通安全基盤整備事業 1
大白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
牛島沖船舶交通安全基盤整備事業 1
杓子瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
イカヅチ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
中津港船舶交通安全基盤整備事業 1
郷ノ浦港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 32



管区 事業箇所名 事業箇所数
八 白島埼船舶交通安全基盤整備事業 1

三度埼船舶交通安全基盤整備事業 1
越前岬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
博奕岬船舶交通安全基盤整備事業 1
御津漁港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
黒島埼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
松江港船舶交通安全基盤整備事業 1
安来港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 11
九 猿山岬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
七尾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

小　　　　計 4
十 八代港船舶交通安全基盤整備事業 1

沖ノ瀬鼻船舶交通安全基盤整備事業 1
高杢島船舶交通安全基盤整備事業 1
助八瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
東チオミ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
牛深平瀬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
三角港船舶交通安全基盤整備事業 1
満越ノ瀬戸船舶交通安全基盤整備事業 1
小瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
メツ曽根船舶交通安全基盤整備事業 1
肥後延瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
細島港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
鹿児島湾口神瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
鳥ノ巣山船舶交通安全基盤整備事業 1
草垣島船舶交通安全基盤整備事業 1
国頭岬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
山川港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 20
十一 糸満漁港船舶交通安全基盤整備事業 1

那覇港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
本部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
平久保埼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
石垣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 9
合　　　　計 185※

※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３年度当初予算　社会資本整備総合交付金の配分

（富山県）
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

交通結節点を中心とした都市拠
点の整備

富山県 85,920 

北陸新幹線を軸とした北陸３県
における広域観光活性化計画

富山県 322,650 

豊かな自然環境と調和した河
川・海岸づくりの推進

富山県 52,000 

富山県住まいづくり計画　（第4
期　地域住宅計画）

富山県,氷見市,黒部市,立山町,富山市,高岡
市,射水市,魚津市,滑川市,砺波市,小矢部
市,南砺市,舟橋村,上市町,入善町,朝日町

148,054 

安全で快適な道路ネットワーク
の形成

富山県,上市町,朝日町 69,520 

地域の活力を育む幹線道路の整
備

富山県,入善町,射水市,立山町 371,439 

全県域下水道化計画（重点計
画）

朝日町,入善町,黒部市,魚津市,滑川市,上市
町,中新川広域行政事務組合,射水市,富山
県,氷見市

117,500 

全県域下水道化計画
入善町,黒部市,魚津市,滑川市,中新川広域
行政事務組合,富山県,射水市

1,415,000 

活力ある伏木富山港、魚津港づ
くり（重点）

富山県,高岡市 224,000 

活力ある伏木富山港、魚津港づ
くり

富山県,富山市 167,500 

飛騨・富山交流圏域における世
界遺産を中心とした広域観光活
性化計画

富山県 114,750 

富山駅周辺地区におけるアクセ
ス道路整備

富山市 113,420 

富山市における住環境整備とに
ぎわい拠点の創出（第４期　富
山地域住宅計画）

富山市 53,994 



（富山県）
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

富山市における安全で緑豊かな
生活環境の創出（第２期）

富山市 128,750 

富山市の交通結節点を中心とし
た都市基盤の整備

富山市 129,645 

富山市のウォーカブル地区にお
ける歩きたくなるまちづくりの
推進

富山市 300,100 

富山市公共下水道整備計画 富山市 337,750 

歴史が感じられる持続可能な住
環境の創造（高岡地域住宅計画
R3-7）

高岡市 179,125 

交通結節点を中心とした広域的
な交流基盤づくりと安全・安心
で住み良い活力ある地域づくり

高岡市 26,778 

高岡市公共下水道整備計画 高岡市 275,000 

魚津市の安全・安心な地域づく
り（第２期　魚津地域住宅計
画）

魚津市 5,746 

魚津市における市民の安心・安
全な暮らしを支える道路整備

魚津市 18,621 

氷見市住まい整備計画（第４期
氷見地域住宅計画）

氷見市 14,624 

氷見市における災害に強い安
全・安心なまちづくりを図るア
クセス道路整備

氷見市 24,144 

滑川市安全な住環境づくり計画 滑川市 1,550 

黒部市における住宅やセーフ
ティネットの構築と住環境の向
上（黒部市地域住宅計画）

黒部市 5,275 

ひとと黒部の恵みが寄りそう重
点道の駅（仮称）くろべの整備
促進

黒部市,富山県 198,094 



（富山県）
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

砺波市下水道整備計画（重点計
画）

砺波市 200,000 

砺波市における雪や災害等に強
い地域づくり

砺波市 1,019 

砺波市住まいづくり計画（第４
期　砺波地域住宅計画）

砺波市 28,017 

小矢部市下水道化計画（重点計
画）

小矢部市 489,000 

小矢部市における生活環境の安
全性及び利便性を高める道路整
備

小矢部市 4,782 

次代に住み継ぐ住宅ストックの
形成（第２期　小矢部地域住宅
計画）

小矢部市 3,618 

南砺市公共下水道整備計画（重
点計画）

南砺市 29,500 

南砺市セーフティネットの構築
と住環境の向上（南砺地域住宅
計画）

南砺市 20,713 

南砺市における安心・安全なく
らしを支えるみちづくり

南砺市 52,487 

射水市における住宅やセーフ
ティネットの構築と住環境の向
上

射水市 5,915 

射水市における物流拠点へのア
クセスの強化と安全・安心な暮
らしを支える道づくり

射水市 55,076 

新湊地区都市再生整備計画 射水市 23,600 

上市町における住宅セーフティ
ネットの構築と住環境の向上
（第４期　上市地域住宅計画）

上市町 9,648 

立山町における安全・安心な住
環境の推進（第２期立山地域住
宅計画）

立山町 5,000 



（富山県）
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

朝日町における快適で安全・安
心して暮らせる住まい計画（第
３期）

朝日町 24,685 

5,854,009 

※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

（富山県）
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

富山県における安全・安心な住
環境づくり（防災・安全）

富山県 25,230 

活力ある伏木富山港、魚津港づ
くり（防災・安全）（重点）

富山県 70,000 

全県域下水道化計画（防災・安
全）

朝日町,入善町,黒部市,魚津市,滑川市,中新
川広域行政事務組合,富山県

348,450 

総合的な治水対策の推進（防
災・安全）

富山県,富山市,高岡市,南砺市 497,000 

総合的な治水対策の推進（防
災・安全）緊急対策

富山県,富山市,高岡市,砺波市 151,000 

全県域下水道化計画（防災・安
全）（重点計画）

魚津市 25,500 

雪害のない地域づくり（除雪関
連）

富山県,氷見市,滑川市,上市町,入善町,朝日
町,舟橋村,黒部市,立山町

855,319 

安全安心で利便性の高い道路
ネットワークの形成（国土強靭
化）

富山県,入善町 146,395 

富山県における総合的な土砂災
害対策の推進（防災・安全）

富山県,上市町,富山市,高岡市,砺波市,朝日
町,小矢部市,南砺市,射水市

496,500 

富山県における総合的な土砂災
害対策の推進（防災・安全：重
点）

富山県 490,000 

活力ある伏木富山港、魚津港づ
くり（防災・安全）

富山県 15,000 

富山県における豊かで安全・安
心な賑わいある都市公園づくり
（防災・安全）

富山県 156,000 

通学路の要対策箇所における安
全対策の推進（防災・安全）
（Ⅱ期）

富山県,射水市,黒部市,入善町,上市町,舟橋
村,朝日町,滑川市

1,242,430 

通学路等の歩行空間整備による
交通安全対策の推進（防災・安
全）

富山県 671,744 



（富山県）
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

道路の老朽化対策や防災対策の
推進（防災・安全）

富山県,上市町,入善町,朝日町,黒部市,舟橋
村,滑川市

1,051,144 

富山市における住環境整備とに
ぎわい拠点の創出（第３期　防
災・安全）

富山市 8,997 

富山市の通学路等の生活空間に
おける交通安全対策の推進（防
災・安全）

富山市 298,300 

富山市公共下水道整備計画（防
災・安全）

富山市 528,000 

富山市公共下水道整備計画（防
災・安全）（重点計画）

富山市 550,950 

富山市における安全・安心なみ
ちづくりの推進（防災・安全）

富山市 300,374 

高岡市における都市公園整備に
よる安全・安心で災害に強いま
ちづくり（防災・安全）（第２
期）

高岡市 43,650 

高岡市における歩行者・自転車
利用者が安全に通行できる通学
路等の環境整備（防災・安全）

高岡市 235,757 

高岡市公共下水道整備計画（防
災・安全）

高岡市 191,045 

高岡市における暮らしの安心確
保のための環境整備（防災・安
全）

高岡市 152,754 

魚津市における通学路の安全対
策の推進（防災・安全）

魚津市 39,584 

魚津市における市民の安全・安
心な暮らしを支える道路整備
（防災・安全）

魚津市 46,327 

氷見市下水道施設整備計画（防
災・安全）

氷見市 131,575 

氷見市における通学路の要対策
箇所における安全の確保（防
災・安全）

氷見市 2,750 



（富山県）
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

氷見市における安全・安心な道
路交通環境の整備推進（防災・
安全）

氷見市 3,858 

氷見市沿岸部における防災対策
の推進（防災・安全）（第３
期）

氷見市 68,000 

氷見市における安全・安心な住
環境づくり（防災・安全）

氷見市 6,000 

滑川市における安心・安全な緑
あふれる都市公園づくりの推進
（防災・安全）（第２期）

滑川市 15,000 

市民の暮らしを守る通学路の交
通安全対策の推進（防災・安
全）

滑川市 34,034 

滑川市における災害に強く安全
に暮らせるまちづくり（防災・
安全）

滑川市 367,000 

黒部市における住宅セーフティ
ネットの構築と住環境の向上
（防災・安全）

黒部市 40,226 

黒部市における安全で安心な都
市公園づくり（防災・安全）

黒部市 28,500 

砺波市における通学路の安全を
確保するまちづくり（防災・安
全）

砺波市 56,589 

砺波チューリップ公園の長寿命
化と安全・安心で快適なまちづ
くり（防災・安全）（第２期）

砺波市 50,000 

砺波市における散居に広がる安
全で安心して暮らせるまちづく
り（防災・安全）

砺波市 63,468 

小矢部市における子どもたちの
安全安心な歩行空間整備（防
災・安全）

小矢部市 184,561 

小矢部市下水道化計画（防災・
安全）

小矢部市 5,000 

小矢部市における雪や災害に強
い安全安心な地域づくり(防災・
安全)

小矢部市 35,726 



（富山県）
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

南砺市における道路施設メンテ
ナンスの推進（防災・安全）

南砺市 57,030 

南砺市における子ども達にやさ
しい通学路づくり（防災・安
全）

南砺市 305,738 

南砺市公共下水道整備計画（防
災・安全）

南砺市 8,500 

南砺市における快適で災害に強
いみちづくり（防災・安全）

南砺市 113,810 

射水市における快適で安全・安
心して暮らせる住まい計画（第3
期）

射水市 115,000 

射水市浸水対策事業の推進（防
災・安全）（重点計画）

射水市 83,500 

射水市下水道事業の推進（防
災・安全）

射水市 76,000 

射水市における雪や災害に強い
安心・安全なまちづくり（防
災・安全）

射水市 52,423 

射水市都市公園の長寿命化と安
全・安心な公園づくり（防災・
安全）（第2期）

射水市 5,000 

立山町の安全で安心な通学路と
暮らしを支えるまちづくり（防
災・安全）

立山町,富山県 65,812 

地域の生活環境の向上による
「住みやすさが実感できるまち
づくり」

立山町 18,265 

10,630,815 

※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


