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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：静岡県 (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1号 沼津市～函南町 東駿河湾環状道路 10

改築 国道1号 沼津市 東駿河湾環状道路(沼津岡宮～愛鷹) 775

改築 国道1号 富士市～静岡市 富士由比バイパス 35

改築 国道1号 静岡市 静清バイパス 6,446

改築 国道1号 藤枝市～島田市 藤枝バイパス 1,500

改築 国道1号 島田市～掛川市 島田金谷バイパス 3,794

改築 国道138号 小山町～御殿場市 須走道路 59

改築 国道138号 御殿場市 御殿場バイパス（西区間） 250

改築 国道139号 富士市 富士改良 1,258

改築 国道246号 小山町～沼津市 裾野バイパス 100

改築 国道414号 下田市 河津下田道路（Ⅰ期） 871

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

所　　管：国土交通省

都道府県名：静岡県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費路線名 備考

※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

改築 国道414号 河津町～下田市 河津下田道路（Ⅱ期） 9,260

改築 国道474号 浜松市 青崩峠道路 2,472

改築 国道474号 浜松市 水窪佐久間道路 605



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：静岡県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

柿田川地区歩道空間改良（清水町） 48

沼津西部地区歩道空間改善（沼津市） 125

清水西地区交差点改良（静岡市） 39

瀬名ＩＣ交差点改良（静岡市） 42

葵西自転車走行空間整備（静岡市） 45

黒金町地区通行空間整備（静岡市） 60

丸子地区交差点改良（静岡市） 60

西郷ＩＣ改良（掛川市） 195

大池ＩＣ改良（掛川市） 9

安新歩道橋交差点改良（浜松市） 66

長鶴交差点改良（浜松市） 9

浜松西部地区事故対策（湖西市） 138

路線名 備考

交通安全 国道1号

清水町、沼津
市、
静岡市、掛川
市、
浜松市、湖西市

静岡1号交通安全対策 836



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：静岡県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費路線名 備考

交通安全 国道139号 富士市 静岡139号交通安全対策 90 広見ＩＣ交差点改良 90

交通安全 国道246号 小山町 静岡246号交通安全対策 603 小山上野地区視距改良 603



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：静岡県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

国吉田電線共同溝（静岡市） 360

栄町地区電線共同溝（静岡市） 10

福塚電線共同溝（浜松市） 101

電線共同溝 国道138号 小山町 静岡138号電線共同溝 168 須走電線共同溝 168

路線名 備考

電線共同溝 国道1号 静岡市、浜松市 静岡1号電線共同溝 471



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：静岡県 (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 （町） 古川川尻１号線 吉田町 古川橋 80 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：静岡県 (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473号 島田市、菊川市 金谷相良道路Ⅱ 1,600 金谷御前崎連絡道路

改築 （主） 浜松環状線 浜松市 中郡・笠井工区 38

改築 （都） 焼津広幡線 焼津市 越後島工区 400

改築 国道473号 浜松市 川合～中部(原田橋) 130

改築 国道152号 浜松市 池島～大原 1,245

改築 （町） 3628号線 小山町 (仮称)小山スマートICアクセス 12

改築 国道150号 静岡市 久能拡幅 405

改築 （主） 清水富士宮線 静岡市 庵原～伊佐布 185

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：静岡県 (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135号 伊東市 八幡野 300

土砂災害対策 国道136号 松崎町 道部 10

土砂災害対策 国道152号 浜松市 池島～長尾、地頭方～城西 50

土砂災害対策 国道414号 下田市 河内 40

土砂災害対策 国道473号 島田市、浜松市 川根町抜里、大井～浦川 31

土砂災害対策 (主) 沼津土肥線 沼津市 西浦足保 51

土砂災害対策 (主) 清水富士宮線 富士宮市 内房 50

土砂災害対策 (一) 静岡朝比奈藤枝線 藤枝市 岡部町宮島 60

土砂災害対策 (一) 大河内森線 森町 三倉 100

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：静岡県 (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 静岡県 静岡県無電柱化推進計画事業 747

(国)414号(杉崎町)〔沼津市〕、(国)301号(新居)〔湖西市〕、
(主)三島停車場線(一番町)〔三島市〕、(主)三島裾野線(中央
町)〔三島市〕、(主)修善寺戸田線(修善寺)〔伊豆市〕、(一)富
士富士宮線(宮町)〔富士宮市〕、(一)静岡空港線(坂口～湯
日)〔牧之原市～島田市〕、(都)新橋茱萸沢線(御殿場市新
橋)〔御殿場市〕、(都)西間門新谷線(4工区)〔清水町〕、(都)沼
津南一色線(沼津市江原町)〔沼津市〕、(都)静波１号幹線
（牧之原市静波）〔牧之原市〕

無電柱化推進計画事業 沼津市 静岡県無電柱化推進計画事業 156
(都)沼津南一色線(沼津市東熊堂)ほか1路線、(都)千本香貫
山線（沼津市本）

無電柱化推進計画事業 静岡市 静岡市無電柱化推進計画事業 331
(市)御幸町鷹匠町2号線(御幸町～鷹匠1丁目)、(国)149号
(港町2丁目～富士見町)、(市)本通一丁目紺屋町線(七間町
～呉服町2丁目)、(都)日出町高松線(八幡工区)

無電柱化推進計画事業 浜松市 浜松市無電柱化推進計画事業 160 (都)植松伊左地線(野口～山下工区)



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：静岡県 (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） 沼津市 花園町地区 沼津市 32

交通安全対策（地区内連携） 森町 森・天宮地区 森町 63

交通安全対策（地区内連携） 浜松市 浜松市根洗整備地区 浜松市 92



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：静岡県 (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 静岡市 長崎道踏切道 静岡市 139

踏切道改良計画事業 沼津市 第二小諏訪踏切道 沼津市 168

踏切道改良計画事業 湖西市 鷲津踏切道 湖西市 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：静岡県 (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 ＪＲ東海道本線・御殿場線 沼津市 沼津駅付近（静岡県） 560

連続立体交差 ＪＲ東海道本線・御殿場線 沼津市 沼津駅付近（沼津市） 100

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：静岡県 (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 静岡県 橋梁長寿命化修繕計画 7,380 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 静岡県 トンネル長寿命化修繕計画 28 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 静岡県 道路附属物等長寿命化修繕計画 368 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 静岡市 橋梁長寿命化修繕計画 2,330 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 静岡市 道路附属物等長寿命化修繕計画 60 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 浜松市 橋梁長寿命化修繕計画 4,201 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 浜松市 トンネル長寿命化修繕計画 301 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 浜松市 道路附属物等長寿命化修繕計画 187 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 沼津市 橋梁長寿命化修繕計画 280 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 熱海市 橋梁長寿命化修繕計画 109 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 三島市 橋梁長寿命化修繕計画 57 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 富士宮市 橋梁長寿命化修繕計画 176 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：静岡県 (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 伊東市 橋梁長寿命化修繕計画 52 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 島田市 橋梁長寿命化修繕計画 188 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 富士市 橋梁長寿命化修繕計画 274 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 富士市 道路附属物等長寿命化修繕計画 46 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 磐田市 橋梁長寿命化修繕計画 209 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 磐田市 道路附属物等長寿命化修繕計画 6 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 掛川市 橋梁長寿命化修繕計画 333 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 掛川市 トンネル長寿命化修繕計画 75 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 掛川市 道路附属物等長寿命化修繕計画 39 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 藤枝市 橋梁長寿命化修繕計画 127 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 御殿場市 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 袋井市 橋梁長寿命化修繕計画 137 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 下田市 橋梁長寿命化修繕計画 49 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：静岡県 (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 裾野市 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 湖西市 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 伊豆市 橋梁長寿命化修繕計画 69 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 御前崎市 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 菊川市 橋梁長寿命化修繕計画 189 個別の構造物は別紙参照

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

道路メンテナンス事業 伊豆の国市 橋梁長寿命化修繕計画 249 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 牧之原市 橋梁長寿命化修繕計画 119 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 東伊豆町 橋梁長寿命化修繕計画 99 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 河津町 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 南伊豆町 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 松崎町 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 西伊豆町 橋梁長寿命化修繕計画 58 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：静岡県 (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 西伊豆町 トンネル長寿命化修繕計画 6 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 函南町 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 清水町 橋梁長寿命化修繕計画 19 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 長泉町 橋梁長寿命化修繕計画 182 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 小山町 橋梁長寿命化修繕計画 108 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 吉田町 橋梁長寿命化修繕計画 70 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 川根本町 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 森町 橋梁長寿命化修繕計画 44 個別の構造物は別紙参照
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静岡県橋梁長寿命化修繕計画

静岡県 湖西市 県道新居浜名線 月見橋側道橋下 橋梁 修繕

静岡県 湖西市 県道新居浜名線 月見橋側道橋上 橋梁 修繕

静岡県 磐田市 県道浜松袋井線 かささぎ大橋 橋梁 修繕

静岡県 富士宮市 県道富士富士宮由比線 逢来橋 橋梁 修繕

静岡県 焼津市 県道焼津大井川線 一色大橋 橋梁 修繕

静岡県 御前崎市 県道大東相良線 雨垂橋2 橋梁 修繕

静岡県 富士市 県道一色久沢線 榎沢橋 橋梁 修繕

静岡県 藤枝市 県道焼津森線 横内橋2 橋梁 修繕

静岡県 森町 県道焼津森線 下飯田橋 橋梁 修繕

静岡県 富士市 県道吉原停車場吉原線 河合橋 橋梁 修繕

静岡県 小山町 県道竹之下小山線 花戸橋 橋梁 修繕

静岡県 磐田市 国道150号 掛塚橋 橋梁 修繕

静岡県 藤枝市 県道静岡朝比奈藤枝線 関谷橋 橋梁 修繕

静岡県 富士市 県道富士裾野線 丸山橋2 橋梁 修繕

静岡県 掛川市 県道袋井大須賀線 丸池橋 橋梁 修繕

静岡県 沼津市 県道沼津土肥線 吉妻橋 橋梁 修繕

静岡県 伊豆市 県道伊東西伊豆線 宮上橋2 橋梁 修繕

静岡県 藤枝市 県道焼津森線 宮前橋4 橋梁 修繕

静岡県 焼津市 県道焼津森線 牛田橋 橋梁 修繕

静岡県 島田市 県道伊久美元島田線 供方橋 橋梁 修繕

静岡県 川根本町 国道473号 境川橋2 橋梁 修繕

静岡県 藤枝市 県道相俣岡部線 玉取橋 橋梁 修繕

静岡県 藤枝市 県道相俣岡部線 近又橋 橋梁 修繕

静岡県 川根本町 県道川根寸又峡線 桑野山高架橋 橋梁 修繕

静岡県 御前崎市 県道大東相良線 郡界橋 橋梁 修繕

静岡県 沼津市 県道沼津土肥線 古宇橋1 橋梁 修繕

静岡県 御殿場市 県道沼津小山線 古沢橋 橋梁 修繕

静岡県 伊豆市 県道伊東西伊豆線 戸倉野橋 橋梁 修繕

静岡県 牧之原市 県道菊川榛原線 戸塚橋 橋梁 修繕

静岡県 御殿場市 県道沼津小山線 吾妻橋 橋梁 修繕

静岡県 沼津市 県道原木沼津線 御成橋 橋梁 修繕

静岡県 御殿場市 県道御殿場箱根線 御殿場高架橋 橋梁 修繕

静岡県 焼津市 県道上青島焼津線 江川橋4 橋梁 修繕

静岡県 沼津市 県道沼津土肥線 港橋 橋梁 修繕

静岡県 裾野市 県道沼津小山線 溝橋2 橋梁 修繕

静岡県 西伊豆町 国道136号 黒浜桟道橋 橋梁 修繕

静岡県 御殿場市 県道富士公園太郎坊線 砂沢橋1 橋梁 修繕

静岡県 富士市 県道吉原停車場吉原線 三ｯ又橋 橋梁 修繕

静岡県 沼津市 国道414号 三園橋 橋梁 修繕

静岡県 藤枝市 県道焼津森線 山鼻橋2 橋梁 修繕

静岡県 南伊豆町 国道136号 志戸橋1 橋梁 修繕
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静岡県 伊豆市 国道136号 狩野川大橋 橋梁 修繕

静岡県 御前崎市 県道佐倉御前崎港線 小塩橋1 橋梁 修繕

静岡県 掛川市 県道掛川大東線 小笠橋2 橋梁 修繕

静岡県 小山町 県道沼津小山線 小山桟道橋 橋梁 修繕

静岡県 函南町 県道熱海函南線 小谷之沢橋 橋梁 修繕

静岡県 焼津市 県道焼津大井川線 松原橋6 橋梁 修繕

静岡県 焼津市 県道静岡焼津線 焼津2号橋 橋梁 修繕

静岡県 焼津市 国道150号 焼津36号橋 橋梁 修繕

静岡県 焼津市 国道150号 焼津高架(上り線)橋 橋梁 修繕

静岡県 伊豆の国市 県道韮山伊豆長岡修善寺線 菖蒲橋1 橋梁 修繕

静岡県 伊豆市 県道伊東西伊豆線 新橋1 橋梁 修繕

静岡県 磐田市 県道豊浜磐田線 新古川橋 橋梁 修繕

静岡県 三島市 県道三島静浦港線 新城橋 橋梁 修繕

静岡県 焼津市 国道150号 新瀬戸川橋 橋梁 修繕

静岡県 菊川市 県道相良大須賀線 新川橋3 橋梁 修繕

静岡県 磐田市 県道磐田停車場長野線 新仼僧川橋 橋梁 修繕

静岡県 袋井市 県道浜北袋井線 深見橋 橋梁 修繕

静岡県 焼津市 県道静岡焼津線 須賀橋 橋梁 修繕

静岡県 藤枝市 県道伊久美藤枝線 西高橋 橋梁 修繕

静岡県 熱海市 県道熱海函南線 西熱海大橋 橋梁 修繕

静岡県 伊豆市 国道136号 西尾平橋 橋梁 修繕

静岡県 島田市 県道藤枝天竜線 石上橋2 橋梁 修繕

静岡県 藤枝市 県道藤枝黒俣線 赤坂橋 橋梁 修繕

静岡県 伊豆の国市 県道古奈伊豆長岡停車場線 千歳橋2 橋梁 修繕

静岡県 南伊豆町 県道南伊豆松崎線 川合野橋 橋梁 修繕

静岡県 島田市 県道掛川川根線 前山橋1 橋梁 修繕

静岡県 掛川市 県道原里大池線 前側橋 橋梁 修繕

静岡県 掛川市 県道掛川袋井線 善光寺橋 橋梁 修繕

静岡県 藤枝市 県道焼津森線 村良下橋 橋梁 修繕

静岡県 吉田町 県道焼津榛原線 太平橋 橋梁 修繕

静岡県 島田市 （一）島田岡部線 大井川橋 橋梁 修繕

静岡県 沼津市 県道三島富士線 大岡橋 橋梁 修繕

静岡県 御殿場市 県道滝ヶ原富士岡線 大駒橋 橋梁 修繕

静岡県 三島市 県道清水函南停車場線 大場橋 橋梁 修繕

静岡県 函南町 国道136号 大場川橋 橋梁 修繕

静岡県 沼津市 県道西椎路松長線 大川橋5 橋梁 修繕

静岡県 伊豆の国市 国道414号 大門橋1 橋梁 修繕

静岡県 掛川市 県道大和田森線 大和田橋1 橋梁 修繕

静岡県 函南町 県道熱海函南線 第1丹那橋 橋梁 修繕

静岡県 函南町 県道熱海函南線 第2丹那橋 橋梁 修繕

静岡県 西伊豆町 県道伊東西伊豆線 滝見橋3 橋梁 修繕

静岡県 函南町 県道熱海函南線 棚之沢橋 橋梁 修繕

静岡県 島田市 県道島田吉田線 谷口橋5 橋梁 修繕
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静岡県 富士宮市 県道清水富士宮線 中条橋 橋梁 修繕

静岡県 伊豆の国市 県道伊東大仁線 中田橋2 橋梁 修繕

静岡県 沼津市 県道沼津土肥線 中島橋2 橋梁 修繕

静岡県 富士宮市 県道上稲子長貫線 仲橋1 橋梁 修繕

静岡県 熱海市 国道135号 朝日橋 橋梁 修繕

静岡県 伊豆の国市 県道静浦港韮山停車場線 長塚橋 橋梁 修繕

静岡県 函南町 県道御園伊豆仁田停車場線 塚本橋 橋梁 修繕

静岡県 富士宮市 県道富士宮鳴沢線 的橋 橋梁 修繕

静岡県 南伊豆町 国道136号 天狗橋 橋梁 修繕

静岡県 伊豆市 国道414号 天城大橋 橋梁 修繕

静岡県 富士宮市 県道上稲子長貫線 天神橋3 橋梁 修繕

静岡県 袋井市 県道掛川袋井線 天草橋 橋梁 修繕

静岡県 掛川市 県道焼津森線 田島橋 橋梁 修繕

静岡県 島田市 県道島田吉田線 島田大橋 橋梁 修繕

静岡県 焼津市 県道静岡焼津線 東橋3 橋梁 修繕

静岡県 富士宮市 国道469号 東光寺橋 橋梁 修繕

静岡県 南伊豆町 国道136号 湯けむり橋 橋梁 修繕

静岡県 焼津市 県道静岡焼津線 当目大橋 橋梁 修繕

静岡県 菊川市 県道袋井小笠線 堂山橋 橋梁 修繕

静岡県 松崎町 県道湯ヶ野松崎線 那賀川橋 橋梁 修繕

静岡県 富士宮市 県道富士川身延線 内房橋 橋梁 修繕

静岡県 御殿場市 県道御殿場箱根線 二ﾉ岡橋 橋梁 修繕

静岡県 袋井市 県道磐田掛川線 二瀬西橋 橋梁 修繕

静岡県 富士宮市 国道469号 日向橋2 橋梁 修繕

静岡県 小山町 県道沼津小山線 白糸橋 橋梁 修繕

静岡県 函南町 県道熱海函南線 畑橋 橋梁 修繕

静岡県 焼津市 県道静岡焼津線 八雲橋 橋梁 修繕

静岡県 藤枝市 県道藤枝静岡線 八幡橋2 橋梁 修繕

静岡県 川根本町 県道川根寸又峡線 八木橋 橋梁 修繕

静岡県 袋井市 県道山梨敷地停車場線 板築橋 橋梁 修繕

静岡県 富士市 県道富士清水線 毘沙門橋1 橋梁 修繕

静岡県 御前崎市 県道浜岡菊川線 苗代橋 橋梁 修繕

静岡県 藤枝市 県道伊久美藤枝線 浜井場橋 橋梁 修繕

静岡県 富士宮市 県道富士川身延線 富原橋 橋梁 修繕

静岡県 富士市 県道富士富士宮由比線 富士見橋1 橋梁 修繕

静岡県 三島市 県道三島裾野線 富士見橋6 橋梁 修繕

静岡県 富士市 県道富士由比線 富士川橋 橋梁 修繕

静岡県 松崎町 県道南伊豆松崎線 風早橋2 橋梁 修繕

静岡県 森町 県道遠江一宮停車場線 片瀬橋1 橋梁 修繕

静岡県 掛川市 県道菊川停車場伊達方線 豊間橋 橋梁 修繕

静岡県 函南町 県道熱海函南線 牧場橋 橋梁 修繕

静岡県 富士宮市 県道富士富士宮由比線 野中橋1 橋梁 修繕

静岡県 島田市 県道島田川根線 柳島橋 橋梁 修繕
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静岡県 藤枝市 県道静岡朝比奈藤枝線 柚ﾉ木橋 橋梁 修繕

静岡県 小山町 県道竹之下小山線 落合橋2 橋梁 修繕

静岡県 藤枝市 県道相俣岡部線 落合橋7 橋梁 修繕

静岡県 沼津市 県道沼津土肥線 立保橋 橋梁 修繕

静岡県 富士市 県道鷹岡柚木線 龍厳橋 橋梁 修繕

静岡県 菊川市 県道吉田大東線 篭田橋 橋梁 修繕

静岡県 伊東市 国道135号 烏川橋歩道橋 橋梁 修繕

静岡県 富士宮市 県道富士富士宮線 曽我大橋 橋梁 修繕

静岡県 藤枝市 県道島田岡部線 横内新橋 橋梁 修繕

静岡県 藤枝市 県道島田岡部線 瀬戸川橋 橋梁 修繕

静岡県 磐田市 県道磐田袋井線 三ヶ野高架橋ﾗﾝﾌﾟB 橋梁 修繕

静岡県 森町 県道掛川天竜線 谷崎橋-2 橋梁 修繕

静岡県 三島市 国道136号 第1避溢橋上流側側道橋 橋梁 修繕

静岡県 湖西市 国道301号 西浜名橋 橋梁 修繕

静岡県 伊豆市 （国）136号 越路Bランプ橋 橋梁 修繕

静岡県 伊豆市 （国）136号 越路Cランプ橋 橋梁 修繕

静岡県 函南町 （国）136号 新蛇ヶ橋歩道橋 橋梁 修繕

静岡県 伊豆の国市 （国）414号 大門橋側道橋 橋梁 修繕

静岡県 磐田市 国道150号 遠州大橋 橋梁 修繕

静岡県トンネル長寿命化修繕計画

静岡県 豊橋市 県道豊橋大知波線 多米トンネル トンネル 修繕

静岡県道路附属物等長寿命化修繕計画

静岡県 下田市 国道136号 広岡横断歩道橋 道路附属物等 修繕

静岡県 河津町 国道135号 朝日台横断歩道橋 道路附属物等 修繕

静岡県 伊東市 国道135号 逆川陸橋 道路附属物等 修繕

静岡県 西伊豆町 国道136号 大田子横断歩道橋 道路附属物等 修繕

静岡県 沼津市 国道414号 三枚橋歩道橋 道路附属物等 修繕

静岡県 掛川市 県道相良大須賀線 横小橋歩道橋 道路附属物等 修繕

静岡県 磐田市 県道磐田細江線 小立野歩道橋 道路附属物等 修繕

静岡県 沼津市 県道東柏原沼津線 東間門歩道橋 道路附属物等 修繕

静岡県 御殿場市 県道沼津小山線 中山歩道橋 道路附属物等 修繕

静岡県 小山町 県道沼津小山線 大脇歩道橋 道路附属物等 修繕

静岡県 熱海市 国道135号 ４号片髄道ロックシェッド 道路附属物等 修繕

静岡県 熱海市 国道135号 ５号片髄道ロックシェッド 道路附属物等 修繕

静岡市橋梁長寿命化修繕計画

静岡市 静岡市 県道井川湖御幸線 玉機橋 橋梁 修繕

静岡市 静岡市 県道梅ヶ島温泉昭和線 大河内橋 橋梁 更新

静岡市 静岡市 県道梅ヶ島温泉昭和線 原橋1 橋梁 修繕

静岡市 静岡市 県道三ッ峰落合線 上助橋 橋梁 修繕

静岡市 静岡市 県道静岡朝比奈藤枝線 牧ヶ谷橋 橋梁 修繕

静岡市 静岡市 市道郷島旧県道線 浅間橋 橋梁 更新

静岡市 静岡市 市道足久保一免八十岡線 八十岡橋 橋梁 修繕

静岡市 静岡市 市道足久保相沢1号線 栗下橋 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
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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

静岡市 静岡市 市道足久保相沢1号線 不動橋 橋梁 修繕

静岡市 静岡市 市道新間公社団地9号線 新間公社団地9号線橋 橋梁 修繕

静岡市 静岡市 市道井川雨畑線 小河内大橋 橋梁 修繕

静岡市 静岡市 国道150号 南安倍川橋(下り) 橋梁 修繕

静岡市 静岡市 県道用宗停車場丸子線 水神橋3 橋梁 修繕

静岡市 静岡市 県道静岡焼津線 石部海上橋 橋梁 修繕

静岡市 静岡市 県道用宗停車場丸子線 水神橋側道橋 橋梁 修繕

静岡市 静岡市 市道長沼栗原線 栗原跨線橋 橋梁 修繕

静岡市 静岡市 市道東名側道小坂1号線 2号橋(小坂川) 橋梁 修繕

静岡市 静岡市 市道丸子谷津神社線 丸子宮前橋 橋梁 修繕

静岡市 静岡市 県道大向福士線 茂野島橋 橋梁 修繕

静岡市 静岡市 県道入江富士見線 桜橋 橋梁 更新

静岡市 静岡市 県道富士由比線 寺尾橋 橋梁 更新

静岡市道路附属物等長寿命化修繕計画

静岡市 静岡市 県道静岡焼津線 石部隧道東側洞門 道路附属物等 修繕

静岡市 静岡市 県道静岡焼津線 富士見洞門西側洞門 道路附属物等 修繕

浜松市橋梁長寿命化修繕計画

浜松市 浜松市 県道磐田細江線 姫街道橋 橋梁 修繕

浜松市 浜松市 市道鴨江倉松線 鴨江倉松跨線橋 橋梁 修繕

浜松市 浜松市 市道早出寺脇線 楊子橋 橋梁 修繕

浜松市 浜松市 国道152号 琵琶橋 橋梁 修繕

浜松市 浜松市 県道浜松環状線 半田橋1 橋梁 修繕

浜松市 浜松市 県道浜松環状線 百年橋1 橋梁 修繕

浜松市 浜松市 県道浜松環状線 下三ツ合橋 橋梁 修繕

浜松市 浜松市 県道浜松環状線 柏木橋 橋梁 修繕

浜松市 浜松市 県道磐田細江線 天竜川橋 橋梁 修繕

浜松市 浜松市 県道五島天竜川停車場線 青屋和田跨線橋 橋梁 修繕

浜松市 浜松市 県道細江舞阪線 馬郡跨線橋 橋梁 修繕

浜松市 浜松市 県道浜松雄踏線 九領大橋 橋梁 修繕

浜松市 浜松市 県道浜松環状線 仮屋坂橋 橋梁 修繕

浜松市 浜松市 県道舘山寺弁天島線 村櫛橋 橋梁 修繕

浜松市 浜松市 県道舘山寺弁天島線 浜名湖大橋 橋梁 修繕

浜松市 浜松市 県道舘山寺弁天島線 通橋側道橋1 橋梁 修繕

浜松市 浜松市 県道舘山寺弁天島線 中之島大橋 橋梁 修繕

浜松市 浜松市 県道舘山寺弁天島線 明月橋 橋梁 修繕

浜松市 浜松市 県道舘山寺弁天島線 天津橋 橋梁 修繕

浜松市 浜松市 県道浜名湖周遊自転車道線 3号橋 橋梁 修繕

浜松市 浜松市 市道舞阪弁天島浜表幹線 記念橋 橋梁 修繕

浜松市 浜松市 市道舞阪弁天渚園幹線 渚橋 橋梁 修繕

浜松市 浜松市 市道舞阪千鳥乙女中央幹線 朝日橋2 橋梁 修繕

浜松市 浜松市 市道舞阪千鳥乙女中央幹線 観月橋 橋梁 修繕

浜松市 浜松市 市道大平台4号線 大平大橋 橋梁 修繕

浜松市 浜松市 市道雄踏563号線 中曽祢橋 橋梁 修繕
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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

浜松市 浜松市 市道和地152号線 久路橋 橋梁 修繕

浜松市 浜松市 県道舞阪竜洋線 向橋2 橋梁 修繕

浜松市 浜松市 市道中田島松島線 江之島新橋 橋梁 修繕

浜松市 浜松市 市道東若林高塚1号線 若林跨線橋 橋梁 修繕

浜松市 浜松市 国道257号 伊平橋 橋梁 修繕

浜松市 浜松市 国道257号 追分橋1 橋梁 修繕

浜松市 浜松市 県道磐田細江線 落合橋1 橋梁 修繕

浜松市 浜松市 県道瀬戸佐久米線 東急橋 橋梁 修繕

浜松市 浜松市 市道引佐栃窪伊平線 田畑橋 橋梁 修繕

浜松市 浜松市 市道三ヶ日水向森田線 笹根橋 橋梁 修繕

浜松市 浜松市 国道152号 芝本橋 橋梁 修繕

浜松市 浜松市 国道152号 郡界大橋1 橋梁 修繕

浜松市 浜松市 国道152号 郡界大橋2 橋梁 修繕

浜松市 浜松市 国道152号 平口大橋1 橋梁 修繕

浜松市 浜松市 国道152号 平口大橋2 橋梁 修繕

浜松市 浜松市 国道152号 天王橋(下り) 橋梁 修繕

浜松市 浜松市 国道152号 天王橋(上り) 橋梁 修繕

浜松市 浜松市 県道浜北袋井線 浜北大橋 橋梁 修繕

浜松市 浜松市 国道152号 大輪橋 橋梁 修繕

浜松市 浜松市 国道473号 城之沢橋 橋梁 修繕

浜松市 浜松市 国道473号 殿島橋 橋梁 修繕

浜松市 浜松市 国道473号 大井橋 橋梁 修繕

浜松市 浜松市 県道春野下泉停車場線 田河内橋 橋梁 修繕

浜松市 浜松市 県道大輪天竜線 牧之沢橋 橋梁 修繕

浜松市 浜松市 県道中部天竜停車場線 中部大橋 橋梁 修繕

浜松市 浜松市 県道両島二俣線 塩見渡橋 橋梁 修繕

浜松市 浜松市 県道水窪森線 門桁橋 橋梁 修繕

浜松市 浜松市 県道水窪森線 山住上橋 橋梁 修繕

浜松市 浜松市 市道天竜仲町山王線 山王橋2 橋梁 修繕

浜松市 浜松市 市道春野犬居久保田線 犬居高架橋 橋梁 修繕

浜松市 浜松市 市道春野瀬居線 瀬居橋 橋梁 修繕

浜松市 浜松市 市道春野寺平花平線 宝珠寺橋 橋梁 修繕

浜松市 浜松市 市道春野ｱﾗﾀ橋線 アラタ橋 橋梁 修繕

浜松市 浜松市 市道春野下河内線 長久橋 橋梁 修繕

浜松市 浜松市 市道佐久間町島中線 滝口2号橋 橋梁 修繕

浜松市 浜松市 市道佐久間鮎釣西渡線 鮎釣橋 橋梁 修繕

浜松市 浜松市 市道佐久間芋堀1号線 イマイチバ橋 橋梁 修繕

浜松市 浜松市 市道水窪河内押沢線 押沢橋 橋梁 修繕

浜松市 浜松市 市道佐久間上市場21号線 井口橋2 橋梁 修繕

浜松市 浜松市 市道佐久間25号線 天竜川橋梁 橋梁 修繕

浜松市 浜松市 県道舘山寺弁天島線 通橋側道橋2 橋梁 修繕

浜松市 浜松市 県道浜松環状線 半田橋1（下） 橋梁 修繕

浜松市トンネル長寿命化修繕計画
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浜松市 浜松市 国道152号 横山トンネル トンネル 修繕

浜松市 豊橋市 国道362号 本坂トンネル トンネル 修繕

浜松市 浜松市 国道473号 佐久間隧道 トンネル 修繕

浜松市 浜松市 県道水窪森線 小石間隧道 トンネル 修繕

浜松市道路附属物等長寿命化修繕計画

浜松市 浜松市 国道150号 芳川歩道橋 道路附属物等 修繕

浜松市 浜松市 国道152号 下池川歩道橋 道路附属物等 修繕

浜松市 浜松市 国道152号 中沢中央歩道橋 道路附属物等 修繕

浜松市 浜松市 国道257号 森田歩道橋 道路附属物等 修繕

浜松市 浜松市 県道浜松環状線 西丘歩道橋 道路附属物等 修繕

浜松市 浜松市 市道中野町三方原線 神立歩道橋 道路附属物等 修繕

浜松市 浜松市 市道中野町三方原線 住吉歩道橋 道路附属物等 修繕

浜松市 浜松市 市道中野町三方原線 城北高西歩道橋 道路附属物等 修繕

浜松市 浜松市 市道中野町三方原線 萩丘歩道橋 道路附属物等 修繕

浜松市 浜松市 市道植松和地線 布橋歩道橋 道路附属物等 修繕

浜松市 浜松市 市道飯田鴨江線 向宿歩道橋 道路附属物等 修繕

浜松市 浜松市 市道早出寺脇線 竜禅寺小前歩道橋 道路附属物等 修繕

浜松市 浜松市 市道舞阪弁天渚園幹線 弁天島横断歩道橋 道路附属物等 修繕

浜松市 浜松市 国道301号 篠原団地歩道橋 道路附属物等 修繕

沼津市橋梁長寿命化修繕計画

沼津市 沼津市 市道1004号線 矢川橋 橋梁 修繕

沼津市 沼津市 市道1001号線 西荒久BO 橋梁 修繕

沼津市 沼津市 市道1004号線 本荒久BO 橋梁 修繕

沼津市 沼津市 市道1006号線 東荒久BO 橋梁 修繕

沼津市 沼津市 市道1013号線 小坂上橋 橋梁 修繕

沼津市 沼津市 市道0203号線 中村通り橋 橋梁 修繕

沼津市 沼津市 市道1043号線 西浮島BO 橋梁 修繕

沼津市 沼津市 市道1115号線 堀込橋 橋梁 修繕

沼津市 沼津市 市道1135号線 山岸橋 橋梁 修繕

沼津市 沼津市 市道1177号線 青野（Ⅱ）橋 橋梁 修繕

沼津市 沼津市 市道1179号線 青野（Ⅰ）橋 橋梁 修繕

沼津市 沼津市 市道1088号線 八幡口BO 橋梁 修繕

沼津市 沼津市 市道1936号線 伊良宇弥橋 橋梁 修繕

沼津市 沼津市 市道1274号線 鳥谷（Ⅱ）橋 橋梁 修繕

沼津市 沼津市 市道1525号線 沢田橋 橋梁 修繕

沼津市 沼津市 市道0118号線 松坂橋 橋梁 修繕

沼津市 沼津市 市道1678号線 高山BO 橋梁 修繕

沼津市 沼津市 市道1847号線 丸尾跨道橋 橋梁 修繕

沼津市 沼津市 市道1842号線 池上跨道橋 橋梁 修繕

沼津市 沼津市 市道0219号線 無名橋52 橋梁 修繕

沼津市 沼津市 市道0257号線 桃里富士見大橋 橋梁 修繕

沼津市 沼津市 市道0201号線 東川岸橋 橋梁 修繕

沼津市 沼津市 市道2134号線 無名橋2 橋梁 修繕
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沼津市 沼津市 市道2126号線 沼川2号橋 橋梁 修繕

沼津市 沼津市 市道2125号線 無名橋3 橋梁 修繕

沼津市 沼津市 市道0122号線 無名橋10 橋梁 修繕

沼津市 沼津市 市道3138号線 寿橋 橋梁 修繕

沼津市 沼津市 市道3626号線 無名橋11 橋梁 修繕

沼津市 沼津市 市道0110号線 黒瀬橋 橋梁 修繕

沼津市 沼津市 市道0110号線 黒瀬歩道橋 橋梁 修繕

沼津市 沼津市 市道0106-2号線 港大橋 橋梁 修繕

沼津市 沼津市 市道4176号線 無名橋309 橋梁 修繕

沼津市 沼津市 市道0112-2号線 江川橋 橋梁 修繕

熱海市橋梁長寿命化修繕計画

熱海市 熱海市 市道戸倉3号線 新戸倉橋 橋梁 修繕

熱海市 熱海市 市道上和田通り線 上和田橋 橋梁 修繕

熱海市 熱海市 市道西山2号線 立石橋 橋梁 修繕

熱海市 熱海市 市道土沢旧道線 下松田1号橋 橋梁 修繕

熱海市 熱海市 市道和田上多賀線 無名橋5 橋梁 修繕

熱海市 熱海市 市道染殿3号線 和田橋 橋梁 修繕

熱海市 熱海市 市道楠ヶ洞線 修理屋敷橋 橋梁 修繕

熱海市 熱海市 市道中部横断道路線 自然郷2号橋 橋梁 修繕

熱海市 熱海市 市道和泉寺坂線 無名橋31 橋梁 修繕

三島市橋梁長寿命化修繕計画

三島市 三島市 市道加茂川町加茂線 天神原跨線橋 橋梁 更新

三島市 三島市 市道大宮町二丁目5号線 上神川橋（0083） 橋梁 修繕

三島市 三島市 市道壱町田26号線 あゆどめ橋（0351） 橋梁 修繕

富士宮市橋梁長寿命化修繕計画

富士宮市 富士宮市 市道黒田星山線 星山橋 橋梁 修繕

富士宮市 富士宮市 市道大中里津森線 津森橋 橋梁 修繕

富士宮市 富士宮市 市道横道堀之内線 東中村橋 橋梁 修繕

富士宮市 富士宮市 市道下条外神線 馬見塚橋 橋梁 修繕

富士宮市 富士宮市 市道大久保沢上線 赤焼橋 橋梁 修繕

富士宮市 富士宮市 市道大石寺下之坊線 大堰１ 橋梁 修繕

富士宮市 富士宮市 市道星山1号線 楓橋 橋梁 修繕

富士宮市 富士宮市 市道大久保下柚野線 9123 橋梁 修繕

伊東市橋梁長寿命化修繕計画

伊東市 伊東市 市道山下・向イ線 無名橋40 橋梁 修繕

伊東市 伊東市 市道上和田・下里線 無名橋41 橋梁 修繕

伊東市 伊東市 市道上和田・下里線 無名橋42 橋梁 修繕

伊東市 伊東市 市道山下・広見線 無名橋45 橋梁 修繕

伊東市 伊東市 市道寿2号線 無名橋83 橋梁 修繕

島田市橋梁長寿命化修繕計画

島田市 島田市 市道水神社前線 無名橋1 橋梁 修繕

島田市 島田市 市道鶯橋線 無名橋126 橋梁 修繕

島田市 島田市 市道阿知ｹ谷東光寺線 無名橋235 橋梁 修繕
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島田市 島田市 市道東光寺中山1号線 中山橋 橋梁 修繕

島田市 島田市 市道細島中央道線 無名橋289 橋梁 修繕

島田市 島田市 市道中村上伊太線 小山田2号橋 橋梁 修繕

島田市 島田市 市道下奈ｷﾞ海道線 無名橋615 橋梁 修繕

島田市 島田市 市道川口鍋島線 宮澤橋 橋梁 修繕

島田市 島田市 市道川口鍋島線 西ノ宮橋 橋梁 修繕

島田市 島田市 市道川口鍋島線 無名橋687 橋梁 修繕

島田市 島田市 市道伊久美線 大森澤橋 橋梁 修繕

島田市 島田市 市道志戸呂河原線 栄代橋 橋梁 修繕

島田市 島田市 市道志戸呂河原線 あけぼの橋 橋梁 修繕

島田市 島田市 市道国道停車場線 峰村桟道橋 橋梁 修繕

島田市 島田市 市道清水番生寺線 寿橋 橋梁 修繕

島田市 島田市 市道下志戸呂線 下志戸呂線1号橋 橋梁 修繕

島田市 島田市 市道地蔵峠停車場線 神尾橋 橋梁 修繕

島田市 島田市 市道八高線 八高線1号橋 橋梁 修繕

島田市 島田市 市道岡穂平栗島線 岡穂平橋 橋梁 修繕

島田市 島田市 市道東4号線 東4号線1号橋 橋梁 修繕

島田市 島田市 市道坂大原1号線 月見橋2 橋梁 修繕

島田市 島田市 市道駅前線 彦兵衛橋 橋梁 修繕

島田市 島田市 市道柿の本線 森岸橋 橋梁 修繕

島田市 島田市 市道雲見線 雲見橋 橋梁 修繕

島田市 島田市 市道雲見線 宮脇橋2 橋梁 修繕

富士市橋梁長寿命化修繕計画

富士市 富士市 市道比奈東坂線 馬乗石橋 橋梁 修繕

富士市 富士市 市道比奈称宣前2号線 比奈橋 橋梁 修繕

富士市 富士市 市道前田舞台2号線 前田橋 橋梁 修繕

富士市 富士市 市道蓼原本市場線 富安橋 橋梁 修繕

富士市 富士市 市道富士鷹岡線 富士大橋 橋梁 修繕

富士市 富士市 市道中里大棚滝線 二ツ目橋 橋梁 更新

富士市 富士市 市道水ノ口取合線 水の口橋 橋梁 修繕

富士市道路附属物等長寿命化修繕計画

富士市 富士市 市道前田川原1号線 前田跨線人道橋 道路附属物等 修繕

磐田市橋梁長寿命化修繕計画

磐田市 磐田市 市道向笠新屋11号線 新屋橋 橋梁 修繕

磐田市 磐田市 市道見付71号線 元天神第二跨道橋 橋梁 修繕

磐田市 磐田市 市道西貝塚106号線 次郎太夫橋 橋梁 修繕

磐田市 磐田市 市道大立野10号線 南御厨18号線1号橋 橋梁 修繕

磐田市 磐田市 市道大原千手堂幹線 万正寺上橋 橋梁 修繕

磐田市 磐田市 市道万正寺23号線 万正寺南橋 橋梁 修繕

磐田市 磐田市 市道蛭池福田中島幹線 西橋 橋梁 修繕

磐田市 磐田市 市道掛塚塩新田幹線 小中瀬橋 橋梁 修繕

磐田市 磐田市 市道一言富丘幹線 上原跨道橋 橋梁 修繕

磐田市 磐田市 市道富丘19号線 富丘跨道橋 橋梁 修繕
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磐田市 磐田市 市道富丘南北線 広野跨道橋 橋梁 修繕

磐田市 磐田市 市道富丘58号線 下原跨道橋 橋梁 修繕

磐田市道路附属物等長寿命化修繕計画

磐田市 磐田市 市道福田福田中島1号線 福田小学校歩道橋 道路附属物等 修繕

磐田市 磐田市 市道池田東原幹線 豊田東小学校歩道橋 道路附属物等 修繕

掛川市橋梁長寿命化修繕計画

掛川市 掛川市 市道高御所北本線 梵天橋 橋梁 修繕

掛川市 掛川市 市道領家橋通り線 領家高橋 橋梁 修繕

掛川市 掛川市 市道桶田五百済線 桶田橋 橋梁 修繕

掛川市 掛川市 市道各和橋上右岸線 各和橋 橋梁 修繕

掛川市 掛川市 市道南郷五百済線 五百済橋 橋梁 修繕

掛川市 掛川市 市道原谷本通り線 原谷橋 橋梁 修繕

掛川市 掛川市 市道戸塚橋通り線 戸塚橋 橋梁 修繕

掛川市 掛川市 市道大志茂南線 大志茂橋 橋梁 修繕

掛川市 掛川市 市道一丁田線 一丁田橋2 橋梁 修繕

掛川市 掛川市 市道城下・新福寺線 新福寺橋 橋梁 修繕

掛川市 掛川市 市道白髭線 白髭橋 橋梁 修繕

掛川市 掛川市 市道川久保釜田線 亀惣橋 橋梁 修繕

掛川市 掛川市 市道温土ノ谷線 温土ノ谷橋 橋梁 修繕

掛川市 掛川市 市道羽衣南線 浜野下橋 橋梁 修繕

掛川市 掛川市 市道隣保館南線 浜野東橋 橋梁 修繕

掛川市 掛川市 市道掛塚線 竜今寺5号橋 橋梁 修繕

掛川市 掛川市 市道竜今寺野賀線 野賀橋 橋梁 修繕

掛川市 掛川市 市道鷺田糸繰線 鹿島橋2 橋梁 修繕

掛川市 掛川市 市道栃沢奥橋線 栃沢奥橋 橋梁 修繕

掛川市トンネル長寿命化修繕計画

掛川市 掛川市 市道桜木中横断線 宇洞トンネル トンネル 修繕

掛川市 掛川市 市道射場線 射場隧道 トンネル 修繕

掛川市 掛川市 市道旦付仁丸線 仁丸隧道 トンネル 修繕

掛川市 掛川市 市道大倉ヶ谷･片倉線 大谷隧道 トンネル 修繕

掛川市道路附属物等長寿命化修繕計画

掛川市 掛川市 市道杉谷成滝線 杉谷成滝歩道橋 道路附属物等 修繕

藤枝市橋梁長寿命化修繕計画

藤枝市 藤枝市 市道藤岡中央線 藤岡橋 橋梁 修繕

藤枝市 藤枝市 市道藤岡中央線 藤岡歩道橋 橋梁 修繕

藤枝市 藤枝市 市道6地区460号線 瀬戸口橋 橋梁 更新

藤枝市 藤枝市 市道宮島坂下線 釜蓋橋 橋梁 修繕

藤枝市 藤枝市 市道7地区395号線 矢崎側道橋 橋梁 修繕

御殿場市橋梁長寿命化修繕計画

御殿場市 御殿場市 市道0128号線 丸嶽橋 橋梁 修繕

袋井市橋梁長寿命化修繕計画

袋井市 袋井市 市道村松上10号線 滝之川橋 橋梁 修繕

袋井市 袋井市 市道菅ヶ谷9号線 菅ヶ谷9号線橋 橋梁 修繕
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袋井市 袋井市 市道川会萱間北線 久保田橋 橋梁 修繕

袋井市 袋井市 市道南272号線 大野西橋 橋梁 修繕

袋井市 袋井市 市道春岡13号線 大橋 橋梁 修繕

袋井市 袋井市 市道友永3号線 友永3号線2橋 橋梁 修繕

袋井市 袋井市 市道大谷9号線 大谷9号線橋 橋梁 修繕

袋井市 袋井市 市道川会萱間南線 川会萱間南線2橋 橋梁 修繕

下田市橋梁長寿命化修繕計画

下田市 下田市 市道土浜高馬線 本郷橋 橋梁 修繕

裾野市橋梁長寿命化修繕計画

裾野市 裾野市 市道1272号線 新西川橋 橋梁 修繕

裾野市 裾野市 市道2-18号線 深良川橋 橋梁 修繕

裾野市 裾野市 市道1590号線 山田橋 橋梁 修繕

裾野市 裾野市 市道1-17号線 深良跨線橋 橋梁 修繕

裾野市 裾野市 市道2-22号線 寿橋 橋梁 修繕

裾野市 裾野市 市道2-17号線 大畑橋 橋梁 修繕

裾野市 裾野市 市道4066号線 浅間橋 橋梁 修繕

裾野市 裾野市 市道4038号線 中石窪橋 橋梁 修繕

湖西市橋梁長寿命化修繕計画

湖西市 湖西市 市道大畑ヶ小名川線 富士見橋側道橋 橋梁 修繕

湖西市 湖西市 市道鷲津駅南8号線 鷲津跨線人道橋 橋梁 修繕

伊豆市橋梁長寿命化修繕計画

伊豆市 伊豆市 市道日向小川山田線 無名橋１０ 橋梁 修繕

伊豆市 伊豆市 市道尾直柳久保線 柳久保橋 橋梁 修繕

伊豆市 伊豆市 市道長野深田線 大茅野橋 橋梁 修繕

伊豆市 伊豆市 市道米崎名切線 無名橋２０１ 橋梁 修繕

伊豆市 伊豆市 市道ウツギ畑根合線 無名橋２６３ 橋梁 修繕

伊豆市 伊豆市 市道越路嵐山線 御幸橋 橋梁 修繕

伊豆市 伊豆市 市道温泉場中里線 虎渓橋 橋梁 修繕

伊豆市 伊豆市 市道温泉場岩ノ坊線 桂橋 橋梁 修繕

伊豆市 伊豆市 市道長野深田線 長野橋 橋梁 修繕

伊豆市 伊豆市 市道石部平道方畑線 丸山橋 橋梁 修繕

伊豆市 伊豆市 市道中峯奈目沢山線 岩下橋 橋梁 修繕

伊豆市 伊豆市 市道段野線 段野橋 橋梁 修繕

伊豆市 伊豆市 市道下海道一反田線 一反田橋 橋梁 修繕

伊豆市 伊豆市 市道狩野橋線 狩野橋 橋梁 修繕

御前崎市橋梁長寿命化修繕計画

御前崎市 御前崎市 市道屋後長ケ谷線 畷橋 橋梁 撤去

御前崎市 御前崎市 市道木ヶ谷岩地線 新橋歩道橋 橋梁 修繕

御前崎市 御前崎市 市道5418号線 無名橋85 橋梁 更新

菊川市橋梁長寿命化修繕計画

菊川市 菊川市 市道稲荷部9号線 蛭田橋 橋梁 修繕

菊川市 菊川市 市道木船1号線 山本橋 橋梁 修繕

菊川市 菊川市 市道半済小出線 菊川橋 橋梁 修繕
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菊川市 菊川市 市道南34号線 道西橋 橋梁 修繕

菊川市トンネル長寿命化修繕計画

菊川市 菊川市 市道南270号線 佐栗谷トンネル トンネル 修繕

伊豆の国市橋梁長寿命化修繕計画

伊豆の国市 伊豆の国市 市道大101号線 深沢橋 橋梁 更新

伊豆の国市 伊豆の国市 市道韮1115号線 向峠橋 橋梁 修繕

牧之原市橋梁長寿命化修繕計画

牧之原市 牧之原市 細江13号線 竹橋 橋梁 修繕

牧之原市 牧之原市 静谷30号線 源間橋 橋梁 修繕

牧之原市 牧之原市 菅ヶ谷39号線 太平橋 橋梁 修繕

牧之原市 牧之原市 菅ヶ谷33号線 大向橋 橋梁 修繕

東伊豆町橋梁長寿命化修繕計画

東伊豆町 東伊豆町 町道大川遠笠山線 霊友橋 橋梁 修繕

東伊豆町 東伊豆町 町道熱川穴切線 権現橋 橋梁 修繕

東伊豆町 東伊豆町 町道熱川浜田線 浜田橋 橋梁 修繕

東伊豆町 東伊豆町 町道奈良本2号線 片倉橋 橋梁 修繕

東伊豆町 東伊豆町 町道泉水小山尻線 志津摩橋 橋梁 修繕

東伊豆町 東伊豆町 町道湯ノ沢草崎線 大川桟道橋 橋梁 修繕

河津町橋梁長寿命化修繕計画

河津町 河津町 町道縄地線 水神橋 橋梁 修繕

南伊豆町橋梁長寿命化修繕計画

南伊豆町 南伊豆町 町道伊浜海岸線 大沢２号橋 橋梁 修繕

南伊豆町 南伊豆町 町道東通阿原線 阿原橋 橋梁 修繕

南伊豆町 南伊豆町 町道下賀茂区内15号線 銀の湯橋 橋梁 修繕

南伊豆町 南伊豆町 町道下賀茂日野B線 来宮橋 橋梁 修繕

南伊豆町 南伊豆町 町道下賀茂区内2号線 宮前橋 橋梁 修繕

松崎町橋梁長寿命化修繕計画

松崎町 松崎町 町道船田門野線 宮沢橋 橋梁 修繕

西伊豆町橋梁長寿命化修繕計画

西伊豆町 西伊豆町 町道向田橋線 向田橋 橋梁 修繕

西伊豆町 西伊豆町 町道日影線 大下橋 橋梁 修繕

西伊豆町トンネル長寿命化修繕計画

西伊豆町 西伊豆町 町道黄金崎柴線 宇久須隧道 トンネル 修繕

清水町橋梁長寿命化修繕計画

清水町 清水町 町道22号線 無名橋17 橋梁 修繕

清水町 清水町 町道730号線 無名橋60 橋梁 撤去

長泉町橋梁長寿命化修繕計画

長泉町 長泉町 町道駿河平南一色線 南一色橋 橋梁 修繕

長泉町 長泉町 町道559号線 元長窪Ⅲ橋 橋梁 修繕

長泉町 長泉町 町道833号線 元長窪Ⅱ橋 橋梁 修繕

長泉町 長泉町 町道680号線 大峰Ⅲ橋 橋梁 修繕

小山町橋梁長寿命化修繕計画

小山町 小山町 町道下屋敷西沢線 中西沢橋 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

静岡県 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

小山町 小山町 町道3204号線 用澤原橋 橋梁 修繕

小山町 小山町 町道1210号線 無名橋 橋梁 修繕

小山町 小山町 町道1026号線 無名橋 橋梁 修繕

小山町 小山町 町道1045号線 無名橋 橋梁 修繕

小山町 小山町 町道中島藤曲線 上野沢橋 橋梁 修繕

小山町 小山町 町道1181号線 無名橋 橋梁 修繕

小山町 小山町 町道1150号線 大久保橋 橋梁 修繕

小山町 小山町 町道1624号線 馬伏川橋 橋梁 修繕

吉田町橋梁長寿命化修繕計画

吉田町 吉田町 町道古川川尻線 東臨港橋 橋梁 修繕

川根本町橋梁長寿命化修繕計画

川根本町 川根本町 町道梅高高郷線 中津川橋 橋梁 修繕

川根本町 川根本町 町道梅高高郷線 中津川橋側道橋 橋梁 修繕

川根本町 川根本町 町道桑野山細尾線 昇泉橋 橋梁 修繕

森町橋梁長寿命化修繕計画

森町 森町 町道掛井線 掛井橋 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：　静岡県 ※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

「オクシズ」から「しずまえ」をぐるっとつなぐ林業・観光周遊ネットワーク計画 静岡市 441

FSC認証材流通拡大推進計画 浜松市 310

箱根外輪山魅力発信計画 御殿場市 92

　小　計 843

※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。



静 岡 県

水管理・国土保全局



令和３年度当初予算　河川事業（直轄・静岡県）
（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

狩野川 狩野川 一般河川改修事業 1,214　 清水町
しみずち ょう

、長泉町
ながいずみちょう

安倍川 安倍川 一般河川改修事業 262　 静岡市
し ず お か し

大井川 大井川 一般河川改修事業 531　 島田市
し ま だ し

、焼津市
や い づ し

、吉田町
よし だち ょう

菊川 菊川 一般河川改修事業 626　 掛川市
か け が わし

、菊川市
き く が わ し

天竜川 天竜川下流 一般河川改修事業 453　 磐田市
い わ た し

、浜松市
は ま ま つ し

狩野川 狩野川 河川工作物関連応急対策事業 210　 三島市
みしまし

、函南
かんなみ

町
ちょう

、沼津市
ぬまづし

菊川 菊川 河川工作物関連応急対策事業 155　 掛川市
かけがわし

、菊川市
き く が わし

狩野川 総合水系環境整備事業 140　 伊豆
い ず

の国市
く に し

、清水町
しみずちょう

大井川 総合水系環境整備事業 28　 島田市
し ま だ 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・静岡県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

富士川 小潤井川 事業間連携河川事業 250　 富士市
ふ じ し

大井川 大井川 事業間連携河川事業 260　 川根
か わ ね

本町
ほんちょう

天竜川 安間川 事業間連携河川事業 300　 浜松市
は ま ま つ し

坂口谷川 坂口谷川 事業間連携河川事業 600　 牧之原市
ま き の は ら し

、吉田町
よしだちょう

太田川 太田川 事業間連携河川事業 130　 磐田市
い わ た し

、袋井市
ふ く ろ い し

富士川 沼川 大規模特定河川事業 1,700　 沼津市
ぬ ま づ し

勝間田川 勝間田川 大規模特定河川事業 70　 牧之原市
ま き の は ら し

馬込川 馬込川 大規模特定河川事業 300　 浜松市
は ま ま つ し



静岡県

　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

河川総合開発事業 天竜川天竜川ダム再編 791 915



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

あべかわ おおやがわ おおやがわ おおやさんぷくこう しずおかし あおいく うめがしま

静岡河川 砂防 安倍川 大谷川 大谷川 大谷山腹工 静岡市 葵区 梅ヶ島 山腹工 263
あべかわ あべかわ うとうぎにしさわ、かみうとうぎさわ うとうぎちくさぼうえんていこうぐん しずおかし あおいく うとうぎ

安倍川 安倍川 有東木西沢、上有東木沢 有東木地区砂防堰堤工群 静岡市 葵区 有東木 砂防堰堤工 190
あべかわ あべかわ あべかわかんないさぼうしせつかいちく しずおかし あおいく

安倍川 安倍川 安倍川管内砂防施設改築 静岡市 葵区 流木対策工 238

合計 3 箇所 691

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（静岡県　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

かのがわ おおみがわ おくのさわ かみしらいわさぼうえんていぐん いずし かみしらいわ

沼津河川国道 火山砂防 狩野川 大見川 奥の沢 上白岩砂防堰堤群 伊豆市 上白岩 砂防堰堤工 290
かのがわ かのがわ まちざわがわ まちざわがわさぼうえんていぐん いずし かじやま

狩野川 狩野川 松沢川 松沢川砂防堰堤群 伊豆市 梶山 砂防堰堤工 455
かのがわ かきぎがわ かきぎがわ かきぎだいいちさぼうえんていかいちく いずし おおだいらかきぎ

狩野川 柿木川 柿木川 柿木第１砂防堰堤改築 伊豆市 大平柿木 砂防堰堤工 10

合計 3 箇所 755

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（静岡県　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 うるいがわ おおさわがわ おおさわがわげんとうぶ ふじのみやし きたやま

富士砂防 火山砂防 富士山 潤井川 大沢川 大沢川源頭部 富士宮市 北山 斜面対策工 399
ふじさん かざまつりがわ ためのさわ かざまつりじょうりゅうえんていこうぐん ふじのみやし やまみや

富士山 風祭川 溜野沢 風祭上流堰堤工群 富士宮市 山宮 遊砂地工 267
ふじさん かざまつりがわ ためのさわ かざまつりじょうだいにりゅうえんていこうぐん ふじのみやし やまみや

富士山 風祭川 溜野沢 風祭上流第２堰堤工群 富士宮市 山宮 砂防堰堤工 13
ふじさん かざまつりがわ はるさわ はるさわえんていこうぐん ふじのみやし きたやま

富士山 風祭川 春沢 春沢堰堤工群 富士宮市 北山 遊砂地工 267
ふじさん かざまつりがわ くらほねさわだいいちしけい くらほねさわだいいちしけいゆうさちこう ふじのみやし きたやま

富士山 風祭川 鞍骨沢第１支渓 鞍骨沢第１支渓遊砂地工 富士宮市 北山 遊砂地工 267
ふじさん ゆみさわがわ いちべえさわだいいちしけい いちべえさわだいいちしけいゆうさちこう ふじのみやし あわくら

富士山 弓沢川 市兵衛沢第１支渓 市兵衛沢第１支渓遊砂地工 富士宮市 粟倉 遊砂地工 267
ふじさん ぼんぷがわ ふどうさわ ぼんぷがわえんていこうぐん ふじし おおぶち

富士山 凡夫川 不動沢 凡夫川堰堤工群 富士市 大淵 遊砂地工 13
ふじさん あしどりがわ おおくぼさわ おおくぼさわえんていこうぐん ふじのみやし きたやま

富士山 足取川 大久保沢 大久保沢堰堤工群 富士宮市 北山 砂防堰堤工 267
ふじさん あかぶちかわ せんぞくかわ せんぞくだいさんえんていこうぐん ふじし おおぶち

富士山 赤渕川 千束川 千束第３堰堤工群 富士市 大淵 砂防堰堤工 10
ふじさん うるいがわ あしどりがわ あげくぼさわえんてい ふじのみやし きたやま

富士山 潤井川 足取川 揚久保沢堰堤 富士宮市 北山 砂防堰堤工 10
ふじさん ゆみさわかわ いちべえさわ ゆみさわえんていこうぐん ふじのみやし あわくら

富士山 弓沢川 市兵衛沢 弓沢堰堤工群 富士宮市 粟倉 砂防堰堤工 3
ふじさん ゆみさわかわ くおんじ くおんじえんていこうぐん ふじのみやし あわくら

富士山 弓沢川 久遠寺 久遠寺堰堤工群 富士宮市 粟倉 砂防堰堤工 13
ふじさん うるいがわ おおさわがわ ふじさぼうかんないさぼうしせつかいちく ふじのみやし かみいで

富士山 潤井川 大沢川 富士砂防管内砂防施設改築 富士宮市 上井出 遊砂地工 865
ふじさん ふじさんなんろくきんきゅうげんさいたいさくこう ふじのみやし かみいで

富士山 富士山南麓緊急減災対策工 富士宮市 上井出 減災対策工 281

合計 14 箇所 2,942

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（静岡県　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



令和３年度　　直轄地すべり対策事業箇所別調書（静岡県 １/１）
事務所名 事業区分 地区名 工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

ゆい しずおかし しみずく ゆいにしくらさわ

富士砂防 地すべり対策 由比 静岡市 清水区 由比西倉沢 深礎工 1,956

１箇所 1,956合計

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 かのがわ やとざわみぎしせん いずし しゅぜんじ

砂防等事業 狩野川 谷戸沢右支川 伊豆市 修善寺 砂防堰堤工 20
かのがわ はんきょうじざわ いずし しゅぜんじ

狩野川 半経寺沢 伊豆市 修善寺 砂防堰堤工 5
しなはちがわ しなはちがわ いずし とい

品鉢川 品鉢川 伊豆市 土肥 砂防堰堤工 5
おきつかわ かんべえさわ しずおかし しみずく おじまちょう

興津川 勘兵衛沢 静岡市 清水区 小島町 砂防堰堤工 40
あべかわ ごうしまさわ しずおかし あおいく ごうしま

安倍川 郷島沢 静岡市 葵区 郷島 砂防堰堤工 8
せとがわ とがみさわ ふじえだし おかべちょうみわ

瀬戸川 外神沢 藤枝市 岡部町三輪 砂防堰堤工 27
せとがわ ゆやきたさわ ふじえだし おかべちょうおかべ

瀬戸川 湯谷北沢 藤枝市 岡部町岡部 砂防堰堤工 95
おおたがわ にょうろさわ しゅうちぐん もりまち にしまた

太田川 ニョウロ沢 周智郡 森町 西俣 砂防堰堤工 43
てんりゅうがわ かみかんぞざわ いわたし かみかんぞ

天竜川 上神増沢 磐田市 上神増 砂防堰堤工 30
てんりゅうがわ にしのひらさわ はままつし てんりゅうく にしふじだいら

天竜川 西の平沢 浜松市 天竜区 西藤平 砂防堰堤工 40
てんりゅうがわ どいどみなみさわ はままつし てんりゅうく やまひがし

天竜川 土井戸南沢 浜松市 天竜区 山東 砂防堰堤工 40
てんりゅうがわ いもほりてらさわ はままつし てんりゅうく さくまちょうあいづき

天竜川 芋堀寺沢 浜松市 天竜区 佐久間町相月 砂防堰堤工 30
てんりゅうがわ うなぎさわ はままつし てんりゅうく みさくぼちょうおくりょうけ

天竜川 うなぎ沢 浜松市 天竜区 水窪町奥領家 砂防堰堤工 10
みやこだがわ きがてんじんやまさわ はままつし きたく ほそえちょうきが

都田川 気賀天神山沢 浜松市 北区 細江町気賀 砂防堰堤工 7

14箇所 400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（静岡県　1/4）

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）

事業間連携 あべかわ くちさかもと しずおかし あおいく くちさかもと

砂防等事業 安倍川 口坂本 静岡市 葵区 口坂本 集水井工 200

あべかわ くちさかもとNo.2 しずおかし あおいく くちさかもと

安倍川 口坂本No.2 静岡市 葵区 口坂本 横ボーリング工 30

おおたがわ かみにしのや かけがわし かみにしのや

太田川 上西之谷 掛川市 上西之谷 横ボーリング工 50

合計 ３箇所 280

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（静岡県　2/4）

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 かのがわ たけはらB いずし しゅぜんじ

砂防等事業 狩野川 竹原B 伊豆市 修善寺 待受擁壁工 29

かのがわ はら いずし しゅぜんじ

狩野川 原 伊豆市 修善寺 待受擁壁工 72

そのた ししはまみなみぼら ぬまづし ししはま

その他 獅子浜南洞 沼津市 獅子浜 待受擁壁工 15
おおいがわ みずかわはしむかい はいばらぐん かわねほんちょう みずかわ

大井川 水川橋向 榛原郡 川根本町 水川 待受擁壁工 2

おおいがわ みずかわにし はいばらぐん かわねほんちょう みずかわ

大井川 水川西 榛原郡 川根本町 水川 待受擁壁工 5

てんりゅうがわ ひらまつやぶしたB いわたし ひらまつ

天竜川 平松藪下Ｂ 磐田市 平松 待受擁壁工 67
てんりゅうがわ しもひらた はままつし てんりゅうく わたがしま

天竜川 下平田 浜松市 天竜区 渡ヶ島 待受擁壁工 1

てんりゅうがわ りょうしまやまもとA はままつし てんりゅうく りょうしま

天竜川 両島山本A 浜松市 天竜区 両島 待受擁壁工 3

8箇所 193
※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（静岡県　3/4）

事業区分 水系名 箇所名 所在地



工種 事業費 備考
市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

特定緊急 てんりゅうがわ おおたき はままつし てんりゅうく さくまちょうおおい

地すべり事業 天竜川 大滝 浜松市 天竜区 佐久間町大井 鋼管杭工 400

1箇所 400

令和３年度　当初予算　特定緊急地すべり対策事業費補助箇所別調書（静岡県　4/4）

事業区分 水系名 渓流名 所在地

合計



中部地方整備局（静岡県） （単位：百万円）

海岸保全施設整備事業 富士海岸 富士
ふ じ

市
し

、静岡市
し ず お か し

1,662
ブロック式離岸堤（静岡市）、
養浜（静岡市、富士市）等

海岸保全施設整備事業 駿河海岸 焼津市
や い づ し

、吉田町
よしだちょう

、牧之原市
ま き の は ら し

1,081
有脚式離岸堤・養浜（焼津市）、
粘り強い構造の海岸堤防（吉田町、
牧之原市）等

静岡県　計 2,743

事　業　名 海岸名 市町村名 事業費 R3実施計画内容 備考

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）



静岡県 （単位：百万円）

海岸保全施設整備連携事業 浜松五島海岸
は ま ま つ し

浜松市 60 養浜（浜松市）等

津波対策緊急事業 相良須々木海岸
ま き の は ら し

牧之原市 150 
堤防かさ上げ及び耐震化（牧之原
市）等

静岡県　計 210 

令和３年度　配分予算
（水管理・国土保全局海岸室所管　補助海岸事業）

事　業　名 海岸名 市町村名 事業費 R3実施計画内容 備考



令和３年度当初予算　下水道事業

都道府県名：静岡県 （単位：千円）

川岸町・渋川地区大規模雨水処理施
設整備事業

静岡市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

901,040 450,520

高橋二・三丁目・飯田町地区下水道床
上浸水対策事業

静岡市
浸水対策下水道事業
（下水道床上浸水対策事業）

414,000 207,000

追分二丁目地区大規模雨水処理施設
整備事業

静岡市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

127,920 63,960

大島地区大規模雨水処理施設整備事
業

磐田市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

162,600 81,300

計 1,605,560 802,780

事業名 事業主体 事業種別 事業費 国費



静　岡　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　 静岡県

（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

1/2, 75,368

沼津市 沼津市 継続 沼津駅周辺地区 4.5/10 35,800

85,778

沼津市 沼津市 継続 北部地区 4.5/10 38,600

14,000

三島市 三島市 新規 みしままちなか賑わい再生地区 1/2 7,000

5,000

磐田市 磐田市 継続 磐田新駅周辺地区 1/2 2,500

94,000

掛川市 掛川市 新規 下垂木地区第2期 4.5/10 42,300

8,000

藤枝市 藤枝市 継続 藤枝市中心市街地地区 1/2 4,000

1/2, 602,105

長泉町 長泉町 継続 鮎壺公園・下土狩駅周辺にぎわい交流地区 4.5/10 286,000

884,251

合計 416,200

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　 静岡市

（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

1,840,000

静岡市 静岡市 継続 駿府ふれあい地区 1/2 920,000

138,400

静岡市 静岡市 継続 草薙駅周辺地区 1/2 69,200

1,978,400

合計 989,200

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） 静岡市

　（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

24,000
静岡市 市 継続 宮川・水上地区 1/3 8,000

24,000
合計 8,000

下段は国費である。



令和３年度

街路交通調査 静岡県
（単位：千円）

（ 15,000 ）
5,000

計 （ 15,000 ）
5,000

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)

伊豆東海岸都
市圏

県 継 1/3
伊豆東海岸都市圏総
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：静岡県 (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） 焼津広幡線 焼津市 越後島工区 400

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：静岡県 (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 ＪＲ東海道本線・御殿場線 沼津市 沼津駅付近（静岡県） 560

連続立体交差 ＪＲ東海道本線・御殿場線 沼津市 沼津駅付近（沼津市） 100

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：静岡県 (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 静岡市 長崎道踏切道 静岡市 139

踏切道改良計画事業 沼津市 第二小諏訪踏切道 沼津市 168



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：静岡県 (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 静岡県 静岡県無電柱化推進計画事業 747

(国)414号(杉崎町)〔沼津市〕、(国)301号(新居)〔湖西市〕、(主)三島停
車場線(一番町)〔三島市〕、(主)三島裾野線(中央町)〔三島市〕、(主)
修善寺戸田線(修善寺)〔伊豆市〕、(一)富士富士宮線(宮町)〔富士宮
市〕、(一)静岡空港線(坂口～湯日)〔牧之原市～島田市〕、(都)新橋茱
萸沢線(御殿場市新橋)〔御殿場市〕、(都)西間門新谷線(4工区)〔清水
町〕、(都)沼津南一色線(沼津市江原町)〔沼津市〕、(都)静波１号幹線
（牧之原市静波）〔牧之原市〕

無電柱化推進計画事業 沼津市 静岡県無電柱化推進計画事業 156
(都)沼津南一色線(沼津市東熊堂)ほか1路線、(都)千本香貫山線（沼
津市本）

無電柱化推進計画事業 静岡市 静岡市無電柱化推進計画事業 331
(市)御幸町鷹匠町2号線(御幸町～鷹匠1丁目)、(国)149号(港町2丁
目～富士見町)、(市)本通一丁目紺屋町線(七間町～呉服町2丁目)、
(都)日出町高松線(八幡工区)

無電柱化推進計画事業 浜松市 浜松市無電柱化推進計画事業 160 (都)植松伊左地線(野口～山下工区)



静 岡 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 静岡県
地区名 事業名 事業費 備考

安倍口住宅地区 地域居住機能再生推進事業 388,434 
388,434 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 静岡県
地区名 事業名 事業費 備考

浜松市 空き家対策総合支援事業 3,344
富士宮市 空き家対策総合支援事業 1,000
富士市 空き家対策総合支援事業 7,570
袋井市 空き家対策総合支援事業 1,950
牧之原市 空き家対策総合支援事業 900

14,764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 静岡県
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 864,009
864,009合計



港 湾 局

(単位：百万円)

事業区分 区分別事業費

静岡県
静岡県
静岡県国際拠点港湾 清 水 静 岡 県 小 計 3,077
静岡県 直 轄 2,070
静岡県 補 助 1,007
静岡県
静岡県重 要 港 湾 田 子 の 浦 静 岡 県 小 計 490
静岡県 直 轄 260
静岡県 補 助 230
静岡県
静岡県 御 前 崎 静 岡 県 小 計 580
静岡県 直 轄 580
静岡県
静岡県地 方 港 湾 下 田 静 岡 県 小 計 354 避難港
静岡県 直 轄 354 避難港
静岡県

4,501合　　　　計

港湾管理者
令和3年度事業費

摘　　要

静 岡 県

令 和 ３ 年 度　 港 湾 整 備 事 業 予 算 

港　　格 港　　名



港 湾 局

(単位：百万円)

津 波 対 策 清 水 静 岡 県 小 計 200
補 助 200

御 前 崎 静 岡 県 小 計 200
補 助 200

400合　　　　計

海岸管理者
令和3年度事業費

摘　　要

事 業 区 分 区分別事業費

静 岡 県

令 和 ３ 年 度　 海 岸 事 業 予 算

事 業 種 別 海 岸 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
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［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



静 岡 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

静岡県 （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 沼津地方合同庁舎 沼津市 103 耐震改修

合　　計 103



静 岡 県

不動産・建設経済局



静岡県
事業費

14.212

10.400

静岡県 24.612

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 沼津市

社会資本整備円滑化地籍整備事業 富士宮市

計



令和３年度当初予算　社会資本整備総合交付金の配分

（静岡県）
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

良好な住環境の実現 焼津市,静岡県 43,508 

愛知静岡昇龍道Ukiyo-e　Route
を巡る歴史・文化観光活性化計
画（重点）

静岡県 110,700 

工業団地アクセス道路整備によ
る産業の多様な価値と地域の雇
用を創造するまちづくり

静岡県 80,220 

袋井駅南地区における機能性の
高いまちづくり

静岡県,袋井市 164,172 

静岡県における流域下水道によ
る汚水処理の推進　第３期

静岡県 17,500 

奥大井の豊かな観光資源を活か
す道路整備

静岡県,川根本町 232,500 

静岡県の陸・海・空のネット
ワークの形成、美しい港湾景観
の保全と創造

静岡県 133,600 

静岡県の陸・海・空のネット
ワークの形成、美しい港湾景観
の保全と創造（重点計画）

静岡県 321,000 

市街地における安全で円滑な交
通の確保

静岡県 260,000 

駅・工業団地へのアクセス向上
による都市機能の強化

静岡県,三島市,富士市 227,500 

ふじのくに静岡県の競争力強化
のための成長基盤となる工業団
地アクセス道路整備計画

静岡県,湖西市,小山町,藤枝市 1,747,445 

静岡県における安全・安心な住
まいづくりの推進（静岡県地域
住宅計画）

静岡県 863,797 

東静岡駅周辺地区における賑わ
い創出及び新たな文化の創造

静岡県 121,000 

昇龍道Ukiyoe-Routeで国際大交
流時代を拓く愛知静岡広域観光
活性化計画（重点③）

静岡県 463,500 



（静岡県）
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

富士山周辺の豊富な観光資源を
活用した山梨静岡交流圏域活性
化計画（重点③）

静岡県 740,700 

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）

静岡県 396,450 

快適にヒト・モノが行き交う
“ふじのくに”のみちづくり

静岡県,袋井市,富士市,御前崎市,焼津市,伊
豆市,磐田市,森町,東伊豆町

734,187 

市街地住環境の再生 静岡市 140,895 

ストック効果を高めるアクセス
道路（一次）の整備【企業集積
地区】

静岡市 262,656 

静岡市の地域活性化に貢献する
みちづくり（第２期）

静岡市 128,313 

豊かさを創り合う住生活の実現
（地域住宅計画）

静岡市 219,632 

日本平における観光レクリエー
ション機能強化による地域活性
化（第３期）

静岡市 167,409 

静岡市緑の基本計画推進のため
の公園整備計画（第２期）

静岡市 127,500 

都市交通の安全・安心・快適を
支えるみちづくり

浜松市 64,250 

浜松市都市公園等整備の推進 浜松市 67,000 

浜名湖観光圏の快適で魅力ある
観光地づくり

浜松市 109,000 

浜松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
（地域住宅計画）

浜松市 170,389 

拠点間を移動しやすいみちづく
り

浜松市 54,500 



（静岡県）
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

浜松市における循環のみちの実
現

浜松市 719,067 

浜松市における総合的な汚水処
理の推進 （重点計画）

浜松市 214,775 

沼津市公共下水道整備事業重点
計画

沼津市 561,000 

沼津市における安全・安心で快
適な住環境の確保（地域住宅計
画）

沼津市 83,163 

広域拠点都市として活発な交流
を促す魅力あふれるまちづくり

沼津市 286,000 

利便性の高い都市的居住圏の形
成

沼津市 875,846 

人にやさしい快適なまちづくり
重点計画

熱海市 12,500 

熱海市における安心で快適な住
まいと住環境の向上（地域住宅
計画）

熱海市 1,200 

三島市における歴史的まち並み
の形成の推進

三島市 6,570 

三島駅周辺におけるウエルネス
フロントとしての広域健康医療
拠点整備

三島市 189,500 

三島市の安全で円滑な道路網の
整備

三島市 41,750 

三島市における安全・安心で快
適な住環境の確保（地域住宅計
画）

三島市 22,926 

せせらぎと緑と元気あふれる協
働のまち・三島　重点計画

三島市 101,083 

公共下水道の普及重点計画 富士宮市 108,250 



（静岡県）
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

富士宮市における安全・安心な
住まいづくりの推進（地域住宅
計画）

富士宮市 74,893 

富士山の魅力を発揮した快適な
まちづくり

富士宮市 171,000 

公共下水道の普及 富士宮市 62,944 

伊東市における住宅の安心・安
全で快適な住環境の確保（地域
住宅計画）

伊東市 6,098 

快適な水環境実現のための重点
計画

伊東市 72,950 

島田市における安全・安心で快
適な住環境の創出（地域住宅計
画）

島田市 21,500 

島田市公共下水道整備事業重点
計画

島田市 120,000 

島田市の幹線道路整備 島田市 445,175 

良好な水循環をめざすまち重点
計画

富士市 394,200 

富士市における誰もが住みやす
い住宅・住環境の実現(地域住宅
計画)

富士市 4,308 

快適で安全な魅力ある住環境の
創出

富士市 298,477 

賑わいと地域活性化の場となる
都市公園づくり

富士市 77,000 

富士駅周辺地区における機能的
で賑わいと憩いのある街の再構
築

富士市 14,300 

都市活力の向上を支援する“富
士”のみちづくり

富士市 98,363 



（静岡県）
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

環境にやさしいまちづくりのた
めの下水道重点計画

磐田市 225,000 

安全で快適な暮らしを支えるま
ちづくり

磐田市 151,087 

東海道本線袋井・磐田間新駅を
核としたまちづくり

静岡県,磐田市 188,805 

活発な交流を支える安全・快適
なみちづくり

掛川市 90,500 

美しい水環境を取り戻す水質浄
化の推進　重点計画

掛川市 307,000 

掛川城周辺地区街なみ環境整備
計画

掛川市 66,329 

藤枝市における安全・安心・快
適な住環境の創出（地域住宅計
画）

藤枝市 57,203 

快適な生活環境と安全・安心な
水環境を守る公共下水道の整備

藤枝市 77,000 

藤枝市中心市街地における快適
な居住環境整備計画

藤枝市 62,300 

快適な住環境と広域交流基盤整
備計画

藤枝市 65,571 

～静岡中部地域北部の観光エリ
アの入口～道の駅「（仮称）せ
とや」整備計画

藤枝市 13,368 

富士の麓の高原都市にふさわし
い水環境保全重点計画

御殿場市 54,000 

歴史文化と自然あふれる公園づ
くり

御殿場市 10,000 

御殿場市営住宅の長寿命化及び
安全性・居住性の向上（地域住
宅計画）

御殿場市 17,382 



（静岡県）
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

御殿場市IC及び駒門SICとJR御殿
場駅周辺へのアクセス向上と地
域活性化を担う道路整備

御殿場市 111,540 

公共用水域の水質保全重点計画 袋井市 158,150 

公共用水域の水質保全重点計画
（処理場）

袋井市 294,700 

公共用水域の水質保全 袋井市 57,200 

下田市地域住宅等整備計画（地
域住宅計画）

下田市 13,524 

下田市における汚水処理整備の
推進重点計画

下田市 11,000 

下田市の歴史情緒あふれる街な
みの形成

下田市 7,950 

裾野駅西地区における市街地環
境整備

裾野市 504,558 

快適な住まい環境のまちづくり
重点計画

湖西市 112,000 

伊豆市の良好な生活環境の確保
（第２期）重点計画

伊豆市 24,100 

伊豆縦貫道天城北道路へのアク
セス強化の道づくり

伊豆市 71,773 

伊豆市地域住宅等整備計画（地
域住宅計画）

伊豆市 1,844 

御前崎市における交通の利便性
の向上と安全性の確保

御前崎市 30,398 

菊川市における地域間の一体性
を図るアクセス強化と、道路環
境整備によるにぎわいのあるま
ちづくり

菊川市 41,472 



（静岡県）
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

菊川市における循環のみちの実
現　重点計画

菊川市 78,422 

官民連携事業による下水道未普
及解消　重点計画

伊豆の国市 292,750 

南伊豆町公共下水道事業 南伊豆町 3,500 

函南町地域住宅等整備計画(地域
住宅計画)

函南町 3,254 

快適に安心して暮らせる環境づ
くり重点計画（函南町公共下水
道第３期整備）

函南町 100,000 

安全と安心を実感できるまちづ
くり

清水町 30,000 

清水町公共下水道整備事業重点
計画

清水町 200,000 

長泉町下水道整備重点計画 長泉町 50,000 

地域の活力と快適な暮らしを支
える安全、安心なみちづくり

小山町 211,969 

小山町における高齢者にもやさ
しい安全な住まいの実現（地域
住宅計画）

小山町 6,669 

小山町公共下水道整備事業 小山町 33,500 

下水道による快適、安心なまち
づくり重点計画

吉田町 95,000 

川根本町における住宅の環境の
向上（地域住宅計画）

川根本町 1,511 

森町営住宅の長寿命化と、高齢
化・人口減少化に対応した安
心・安全な住環境の整備（地域
住宅計画）

森町 1,229 



（静岡県）
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

森町における清流・太田川との
共生計画（第３期）重点計画

森町 172,588 

17,360,307 

※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

（静岡県）
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

ふじのくに静岡県の舗装の長寿
命化の推進

静岡県 1,033,662 

静岡県の港湾における安全・安
心な海岸づくりの推進（防災・
安全）

静岡県 320,000 

“ふじのくに”「命」を守る公
園整備（防災・安全）

静岡県 179,000 

静岡県における安全安心で魅力
ある県土づくりを目指した浸水
対策の推進（防災・安全）

静岡県,富士市,沼津市,吉田町,袋井市,静岡
市,牧之原市,藤枝市,焼津市,裾野市,伊豆
市,島田市,松崎町,西伊豆町,伊東市,下田
市,河津町,南伊豆町,伊豆の国市,川根本町,
小山町

491,000 

静岡県における地震・津波から
命を守る海岸づくりの推進（防
災・安全）緊急対策

静岡県,伊豆市 234,000 

静岡県における安全で潤いと憩
いのある海岸づくりの推進（防
災・安全）

静岡県 254,000 

市街地における通学路の交通安
全プログラムに基づく交通安全
施設整備

静岡県,長泉町,湖西市 285,650 

静岡県における安全安心で魅力
ある県土づくりを目指した事前
防災・減災対策の推進（防災・
安全）（緊急対策）

静岡県,沼津市,静岡市,三島市 678,000 

ふじのくに静岡県の県土強靭化
道路整備計画（防災・減災）

静岡県,伊豆市 198,000 

命と暮らしを守る“ふじのく
に”のみちづくり（防災・安
全）

静岡県,下田市,東伊豆町,河津町,南伊豆町,
松崎町,西伊豆町,熱海市,伊東市,沼津市,御
殿場市,裾野市,伊豆の国市,清水町,長泉町,
富士宮市,富士市,焼津市,牧之原市,吉田町,
袋井市,磐田市,掛川市,菊川市,森町,湖西
市,伊豆市,三島市,小山町,藤枝市,御前崎市

1,730,213 

静岡県における流域下水道によ
る汚水処理の推進（防災・安
全）　第３期

静岡県 371,102 

静岡県における流域下水道によ
る汚水処理の推進（防災・安
全）　第３期（重点計画）

静岡県 147,000 



（静岡県）
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

豪雨等による土砂災害に備えた
「安心・安全社会」の構築
（防災・安全）（重点）

静岡県,沼津市 724,738 

豪雨等による土砂災害に備えた
「安心・安全社会」の構築
（防災・安全）

静岡県,沼津市,三島市,富士市,磐田市,掛川
市,裾野市,袋井市,菊川市,伊豆の国市,松崎
町,森町,南伊豆町,下田市,西伊豆町,長泉
町,静岡市,東伊豆町,小山町,島田市,川根本
町,伊豆市

479,750 

ふじのくにの安全・安心な自転
車通行環境整備

静岡県,沼津市,清水町,三島市 38,014 

安全・安心な港づくりの推進
（防災・安全）

静岡県 66,000 

安全・安心な港づくりの推進
（防災・安全）（重点計画）

静岡県 107,300 

静岡県における住宅・建築物及
び市街地の安全性の向上（防
災・安全）

静岡県 75,632 

通学路交通安全プログラム等に
基づく“ふじのくに”の安全・
安心なみちづくり

静岡県,東伊豆町,南伊豆町,伊東市,沼津市,
三島市,御殿場市,伊豆市,函南町,清水町,富
士宮市,島田市,焼津市,藤枝市,牧之原市,磐
田市,掛川市,袋井市,菊川市,御前崎市,森
町,湖西市,裾野市

2,170,239 

命と暮らしをささえる下水道
（防災・安全）（第２期）

静岡市 1,167,700 

静岡市の雨水・地震対策（防
災・安全）（重点計画）（第２
期）

静岡市 336,630 

都市公園安全・安心対策推進の
ための公園整備計画

静岡市 16,000 

静岡市の暮らしを支えるみちづ
くり（第２期）（防災・安全）

静岡市 367,043 

静岡市の通学路の安全を守るみ
ちづくり（第２期）（防災・安
全）

静岡市 482,719 

静岡市における住宅・建築物及
び市街地の安全性の向上（防
災・安全）

静岡市 135,367 



（静岡県）
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

豊かさを創り合う住生活の実現
（地域住宅計画（防災・安
全））

静岡市 46,178 

水害に備えた安心安全に暮らせ
る”静岡”の実現（防災・安
全）

静岡市 9,000 

浜松市における下水道施設の
「ツナグ」防災安全重点プラン
（防災・安全）（重点計画）

浜松市 128,007 

安全で快適な自転車通行環境づ
くり（防災・安全）

浜松市 11,550 

浜松市浸水対策計画（防災・安
全）

浜松市 34,000 

都市の交通に安全・快適・便利
さが感じられ、防災・安全に強
い力を発揮する道づくり（防
災・安全）

浜松市 47,850 

浜松市都市公園等安全・安心対
策の推進（防災・安全）

浜松市 63,000 

浜松市における住環境の向上
（防災・安全）

浜松市 200,663 

子どもの未来を明るく照らす、
安全・安心な通学路整備（防
災・安全）

浜松市 381,975 

浜松市における下水道施設の再
構築、防災・安全対策の推進
（防災・安全）

浜松市 801,967 

出世の街浜松を支える道路の安
全・安心の確保（防災・安全）

浜松市 867,594 

災害時の交通・物流に資する拠
点間連携強化（防災・安全）

浜松市 559,350 

交通事故ワースト１脱出に向け
た安全・安心なみちづくり（防
災・安全）

浜松市 75,301 

原駅周辺地区における交通結節
点の機能強化

沼津市 66,000 



（静岡県）
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

沼津市における安全・安心で快
適な住環境の確保（地域住宅計
画（防災・安全））

沼津市 81,291 

都市公園の長寿命化による安全
なまちづくり（防災・安全）

沼津市 31,500 

沼津市公共下水道耐震・ストッ
クマネジメント支援事業（防
災・安全）

沼津市 213,133 

安心・安全なまちづくり、下水
道施設の耐震・長寿命対策その
２（防災・安全）

熱海市 113,120 

熱海市における住宅・建築物及
び市街地の安全性の向上（防
災・安全）

熱海市 6,732 

安全・安心に暮らせるまちづく
り（防災・安全）第３期

三島市 54,400 

三島市における住宅・建築物及
び市街地の安全性の向上（防
災・安全）

三島市 15,435 

公共下水道の浸水対策重点計画
（防災・安全）

富士宮市 70,000 

富士宮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（地域住宅計画(防災・安
全)）

富士宮市 33,194 

公共下水道の防災対策（防災・
安全）

富士宮市 24,085 

公園の長寿命化による安全で快
適な地域まちづくり

富士宮市 4,000 

富士宮市における住宅・建築物
及び市街地の安全性の向上（防
災・安全）

富士宮市 27,411 

伊東市における住宅の安心・安
全で快適な住環境の確保（地域
住宅計画（防災・安全））

伊東市 7,609 

下水道の防災・安全対策整備事
業（防災・安全）

伊東市 76,568 



（静岡県）
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

伊東市における住宅・建築物及
び市街地の安全性の向上（防
災・安全）

伊東市 9,792 

島田市の道路施設長寿命化（防
災・安全）

島田市 32,955 

島田市における住宅・建築物及
び市街地の安全性の向上（防
災・安全）

島田市 39,901 

富士市下水道施設の再構築・耐
震化計画（防災・安全）

富士市 49,955 

富士市における誰もが住みやす
い住宅・住環境の実現(地域住宅
計画（防災・安全）)

富士市 23,984 

安全・安心で快適な都市公園づ
くり（防災・安全）

富士市 15,000 

富士市における安全・安心な雨
水整備計画の推進　重点計画
（防災・安全）

富士市 31,500 

安全・安心な暮らしを支える
“富士”のみちづくり（防災・
安全）

富士市 195,708 

富士市における住宅・建築物及
び市街地の安全性の向上（防
災・安全）

富士市 52,457 

環境にやさしいまちづくりのた
めの下水道重点計画（防災・安
全）

磐田市 45,500 

環境にやさしいまちづくりのた
めの下水道（防災・安全）

磐田市 21,000 

安全・安心なまちづくりー市街
地の浸水常襲地区における浸水
対策の推進ー重点計画（防災・
安全）

磐田市 29,000 

磐田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）

磐田市 17,860 

地震・津波災害に強いまちづく
りの推進（第２期計画）（防
災・安全）

磐田市 5,100 



（静岡県）
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

公園の長寿命化による安全なま
ちづくり

磐田市 4,000 

活気にあふれる産業を支える、
安全性・利便性のあるみなとづ
くり（防災・安全）（通常）

焼津市 9,000 

大規模地震等災害に備えた安
心・安全なまちづくり（防災・
安全）

焼津市 35,000 

潮風グリーンウォーク整備 焼津市 35,000 

焼津市公共下水道整備事業（防
災・安全）

焼津市 8,720 

焼津市における住宅・建築物及
び市街地の安全性の向上（防
災・安全）

焼津市 81,068 

掛川市における下水道施設の防
災・安全対策事業の推進（防
災・安全）

掛川市 37,650 

掛川市における住宅・建築物の
安全性の向上（防災・安全）

掛川市 46,613 

災害対策みんなで安心、公共下
水道の防災整備（防災・安全）

藤枝市 199,500 

藤枝総合運動公園の防災機能の
強化

藤枝市 175,000 

富士の麓の高原都市にふさわし
い水環境保全（防災・安全）

御殿場市 71,400 

御殿場市における住宅・建築物
の安全性の向上（防災・安全）

御殿場市 33,948 

安全・安心のまちづくり袋井市
（防災・安全）

袋井市 66,642 

袋井市における安全・安心なみ
ちづくり

袋井市 20,000 



（静岡県）
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

袋井市における住宅・建築物及
び市街地の安全性の向上（防
災・安全）

袋井市 18,589 

下水道の防災・減災対策重点計
画（防災・安全）

袋井市 81,500 

下水道の防災・減災対策（防
災・安全）

袋井市 64,500 

下田市における下水道施設の地
震及び長寿命化対策（防災・安
全）

下田市 81,000 

下田市における住宅・建築物及
び市街地の安全性の向上（防
災・安全）

下田市 1,712 

裾野市公共下水道ストックマネ
ジメント改築事業(防災・安全)

裾野市 14,100 

裾野市における住宅・建築物及
び市街地の安全性の向上（防
災・安全）

裾野市 19,687 

大規模災害から市民を守る減災
防災まちづくり（第2期計画）
（防災・安全）

湖西市 16,600 

湖西市における既設住宅ストッ
クの改善（地域住宅計画（防
災・安全））

湖西市 4,597 

快適な住まい環境のまちづくり
（防災・安全）

湖西市 48,750 

伊豆市下水道施設防災対策事業
（防災・安全）（第2期）重点計
画

伊豆市 38,900 

伊豆市下水道施設防災対策事業
（防災・安全）（第2期）

伊豆市 2,640 

伊豆市における住宅・建築物の
安全性の向上（防災・安全）

伊豆市 47,965 

御前崎市公共下水道の地震対
策・長寿命化事業（防災・安
全）

御前崎市 24,377 



（静岡県）
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

御前崎市における住宅・建築物
及び市街地の安全性の向上（防
災・安全）

御前崎市 6,994 

菊川市における安全・安心で快
適な住環境の向上（地域住宅計
画（防災・安全））

菊川市 40,526 

菊川市における下水道施設の防
災・安全対策事業（防災・安
全）

菊川市 21,578 

安全で安心して暮らせるまちづ
くり（防災・安全）

伊豆の国市 69,500 

伊豆の国市における住環境の向
上（防災・安全）

伊豆の国市 7,610 

牧之原市における住宅・建築物
及び市街地の安全性の向上（防
災・安全）

牧之原市 3,980 

東伊豆町における住宅・建築物
及び市街地の安全性の向上（防
災・安全）

東伊豆町 1,543 

河津町における住宅・建築物及
び市街地の安全性の向上（防
災・安全）

河津町 818 

南伊豆町における住宅の安全性
の向上(防災・安全)

南伊豆町 617 

松崎町における住宅・建築物の
安全性の向上（防災・安全）

松崎町 1,127 

西伊豆町における住宅・建築物
の安全性の向上(防災・安全)

西伊豆町 1,568 

安心・安全な災害に強いまちづ
くり（防災・安全）

西伊豆町 19,600 

函南町公共下水道総合地震対
策・長寿命化第2期事業（防災・
安全）

函南町 22,500 

函南町における住宅・建築物及
び市街地の安全性の向上(防災・
安全)

函南町 10,039 



（静岡県）
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

清水町公共下水道長寿命化事業
（防災・安全）

清水町 45,000 

清水町における住宅・建築物及
び市街地の安全性の向上（防
災・安全）

清水町 7,586 

長泉町における住宅・建築物及
び市街地の安全性の向上（防
災・安全）

長泉町 14,763 

長泉町下水道耐震化計画（防
災・安全）

長泉町 4,600 

小山町における住宅・建築物及
び市街地の安全性の向上

小山町 6,225 

公共下水道による良好な水環境
の実現（防災・安全）

吉田町 39,250 

吉田町における住宅・建築物の
耐震化率の向上（防災・安全）

吉田町 8,777 

下水道施設総合地震対策計画重
点計画（防災・安全）

吉田町 40,750 

川根本町における住宅の環境の
向上（防災・安全）

川根本町 1,059 

森町における住宅・建築物及び
住環境の安全性の向上（防災・
安全）

森町 14,206 

18,388,058 

※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


