
国土交通省国土政策局
令和３年度 第２回 防災・減災対策等強化事業推進費 執行地区箇所図

事業種別 件数

河川（直轄） 12

河川（補助） 2

道路（直轄） 4

道路（補助） 5

治山（直轄） 1

陸上交通（補助） 1

海上交通（直轄） 4

合計 29

川

川

道

道

別添３－１

林

交

交

交

※地図上の引き出し線は詳細な施行
地を指し示すものではありません

道

林

川

交

キイタナベ カミアキヅ タナベ

紀伊田辺（上秋津）地区（和歌山県田辺市）

【災害対策事業】 【公共交通安全対策事業】

ハコダテ

一般国道278号（北海道函館市）

ヤチマタ

市道102号線ほか10箇所（千葉県八街市）

対策種別

洪水対策・浸水対策

崖崩れ・法面崩壊等対策

暴風・波浪等対策

交通安全対策 公共交通安全
対策事業

災害
対策
事業

ユウベツ モンベツ ユウベツ

湧別川水系湧別川（北海道紋別郡湧別町）

カノ ヌマヅ イズ

狩野川水系狩野川（静岡県沼津市～伊豆市）

アベ シズオカ

安倍川水系安倍川（静岡県静岡市）

川

キソ カイヅ カニ

木曽川水系木曽川上流（岐阜県海津市～可児市）

キソ クワナ キソサキ カイヅ

木曽川水系木曽川下流（三重県桑名郡木曽岬町～岐阜県海津市）

ショウナイ ナゴヤ タジミ

庄内川水系庄内川（愛知県名古屋市～岐阜県多治見市）

川
川
川

スズカ カメヤマ

鈴鹿川水系鈴鹿川（三重県亀山市）

川

タカハシ クラシキ

高梁川水系高梁川（岡山県倉敷市）

川

クマ アシキタ アシキタ クマ ミズカミ

球磨川水系球磨川（熊本県葦北郡芦北町～熊本県球磨郡水上村）

川
ミドり ウト クマモト

緑川水系緑川（熊本県宇土市～熊本県熊本市）

川

センダイ イサ

川内川水系川内川上流（鹿児島県伊佐市～宮崎県えびの市）

川

センダイ サツマセンダイ

川内川水系川内川下流（鹿児島県薩摩川内市～さつま町）

川

スナオシ キュウスナオシ ミヤギ シチガハマ

砂押川水系旧砂押川（宮城県宮城郡七ヶ浜町）

川

川

クズリュウ アスワ フクイ

九頭竜川水系足羽川（福井県福井市）

クロマツナイキタミ トコロ クンネップ

北海道横断自動車道黒松内北見線（北海道常呂郡訓子府町）

道

道

タキ アサヤマ オオダ

一般国道９号多伎・朝山道路（山陰道）（島根県大田市）
オオダ

一般国道９号（島根県大田市）

道

道

イトウニシイズ カモ ニシイズ

主要地方道伊東西伊豆線（静岡県賀茂郡西伊豆町）

川
イトウニシイズ イズ

主要地方道伊東西伊豆線（静岡県伊豆市）

シモトクラホンゴウ ミハラ

一般県道下徳良本郷線（広島県三原市）
ホンゴウダイワ ミハラ

主要地方道本郷大和線（広島県三原市）

道道

コウチイヨミシマ コウチ

主要地方道高知伊予三島線（高知県高知市）

道

キュウロクシマ ニシツガル フカウラ

久六島ほか（青森県西津軽郡深浦町ほか）

オヨシマ シモキタ サイ

大魚島（青森県下北郡佐井村）

交

ソッコウサキ オオシマ セトウチ

曽津高崎（鹿児島県大島郡瀬戸内町）

交

交

クルシマカイキョウコウロ イマバリ

来島海峡航路ほか（愛媛県今治市ほか） 6



国土交通省国土政策局
令和３年度 第２回 防災・減災対策等強化事業推進費 執行地区箇所図

事業種別 件数

河川（直轄） 7

河川（補助） 3

砂防（直轄） 1

砂防（補助） 1

道路（直轄） 3

鉄道（補助） 66

合計 81

川

川

鉄

道

別添３－２

※地図上の引き出し線は詳細な施行
地を指し示すものではありません

【事前防災対策事業①】

対策種別

洪水対策・浸水対策

崖崩れ・法面崩壊等対策

鉄道施設の浸水対策

鉄道施設の耐震対策

ホームドア整備

砂

砂

川

アブクマ カクダ

阿武隈川水系阿武隈川（宮城県角田市）

川

モガミ ス ヤマガタ

最上川水系須川（山形県山形市）

トネ コカイ シモツマ

利根川水系小貝川（茨城県下妻市）

川

川

アベ シズオカ

安倍川水系安倍川（静岡県静岡市）

川

オオイ シマダ

大井川水系大井川（静岡県島田市）

川

クシダ マツサカ

櫛田川水系櫛田川（三重県松阪市）

オゼ イワクニ

小瀬川水系小瀬川（山口県岩国市）

川

アシダ セト フクヤマ

芦田川水系瀬戸川（広島県福山市）

川

アシダ フク フクヤマ

芦田川水系福川（広島県福山市）

チクゴ アカタニ アサクラ

筑後川水系赤谷川（福岡県朝倉市）

川砂

チクゴ カツラ イナイバル アサクラ

筑後川水系桂川・荷原川（福岡県朝倉市）

砂

オクダボラタニ グジョウ

奥田洞谷（岐阜県郡上市）

クジ

一般国道45号（岩手県久慈市）

道

道

ナガノ

一般国道19号（長野県長野市）

道

キタムロ キホク

一般国道42号（三重県北牟婁郡紀北町）

ミタ カスガ

三田線 春日駅（東京都）

オオエド ウシゴメカグラザカ

大江戸線 牛込神楽坂駅他１駅（東京都）
鉄

キタ ナカマチダイ ヨコハマ

ブルーライン センター北・仲町台（神奈川県横浜市）

鉄

ツルマイ ゴキソ ナゴヤ

鶴舞線 御器所駅・いりなか駅（愛知県名古屋市）

鉄

ヒガシヤマ カミヤシロ ホンゴウ ナゴヤ

東山線 上社駅・本郷駅間（愛知県名古屋市）
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国土交通省国土政策局
令和３年度 第２回 防災・減災対策等強化事業推進費 執行地区箇所図

事業種別 件数

河川（直轄） 7

河川（補助） 3

砂防（直轄） 1

砂防（補助） 1

道路（直轄） 3

鉄道（補助） 66

合計 81

川

川

鉄

道

別添３－３

※地図上の引き出し線は詳細な施行
地を指し示すものではありません

【事前防災対策事業②】

対策種別

洪水対策・浸水対策

崖崩れ・法面崩壊等対策

鉄道施設の浸水対策

鉄道施設の耐震対策

ホームドア整備

砂

砂

イセサキ コシガヤ

伊勢崎線 越谷駅 他１駅（埼玉県）

オオアライカシマ ミト ヒガシミト

大洗鹿島線 水戸・東水戸間（茨城県）鉄

ニッコウ トチギ シントチギ

日光線 栃木・新栃木間（栃木県）

鉄

イセサキ オオタ

伊勢崎線 太田駅（群馬県）

鉄

鉄

鉄

トウヨウコウソク ニシフナバシ トウヨウカツタダイ

東葉高速線 西船橋・東葉勝田台間（千葉県）

鉄

ケイセイホン ケイセイタカサゴ トウヨコ ナカメグロ

京成本線 京成高砂駅（東京都） 東横線 中目黒駅（東京都）
リンカイフクトシン シンキバ シノノメ オオイマチ ハタノダイ キタセンゾク

臨海副都心線 新木場・東雲間（東京都） 大井町線 旗の台・北千束間（東京都）

テツドウ ハチマン

鉄道線 八幡駅（静岡県）

鉄

テンリュウハマナコ トワタ エンシュウモリ

天龍浜名湖線 戸綿・遠州森間 他１駅間（静岡県）

鉄

ナゴヤホン シマウジナガ メイテツイチノミヤ

名古屋本線 島氏永・名鉄一宮間 他１駅間（愛知県）

鉄
鉄

トコナメ オオタガワ テラモト

常滑線 太田川・寺本間 他１駅間（愛知県）

トヨタ アカイケ ニッシン

豊田線 赤池・日進間（愛知県）

セト オオゾネ ヤダ

瀬戸線 大曽根・矢田間（愛知県）
ナゴヤ キンテツヤトミ サコギ

名古屋線 近鉄弥富・佐古木間 他２駅間（愛知県）

鉄

ナゴヤ ミヤマド シンショウ

名古屋線 海山道・新正間 他２駅間（三重県）

鉄

オオサカ ニシアオヤマ

大阪線 西青山駅 他１駅間（三重県）

鉄

キョウト タケダ クツカワ

京都線 竹田・久津川間（京都府）

鉄

オオサカ オオサカウエホンマチ ホウゼンジ

大阪線 大阪上本町・法善寺間 他３駅間（大阪府）

オオサカ サクライ ヤマトアサクラ

大阪線 桜井・大和朝倉間 他３駅間（奈良県）

鉄

ナラ フセ ワカエイワタ

奈良線 布施・若江岩田間（大阪府）
ミナミオオサカ オオサカアベノバシ カワチアマミ

南大阪線 大阪阿倍野橋・河内天美間（大阪府）

ケイハンホン ニシサンソウ カドマシ

京阪本線 西三荘・門真市間 他１駅間（大阪府）
ナンカイホン キシノサトタマデ

南海本線 岸里玉出駅 他１駅（大阪府）

ホン チブネ

本線 千船駅 他２駅間（大阪府）

ハンシン チドリバシ ニシクジョウ

阪神なんば線 千鳥橋・西九条間（大阪府）

オオサカ サワラギ

大阪モノレール線 沢良宜駅（大阪府）

コクサイブンカコウエントシ トヨカワ

国際文化公園都市モノレール線 豊川駅 他１駅（大阪府）

鉄

ホン スミヨシ クイセ

本線 住吉・杭瀬間（兵庫県）

ホン サンヨウタルミ カスミガオカ

本線 山陽垂水・霞ヶ丘間 他1駅間（兵庫県）

鉄

ミズシマホン ミズシマ ミツビシジコウマエ コウトウ ミズシマ ヒガシミズシマ

水島本線 水島・三菱自工前間、 港東線 水島・東水島間（岡山県）

リンカイフクトシン トウキョウ

臨海副都心線 東京テレポート駅（東京都）

鉄

イズミノ イズミノ

いずみ野線 いずみ野駅 他５駅（神奈川県）
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