
東 京 都

道 路 局



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：直轄事業

所　　管：国土交通省

都道府県名：東京都 (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20号 八王子市 八王子南バイパス 800

改築 国道357号 江戸川区～大田区 東京湾岸道路（東京都区間） 300

路線名 備考

※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：東京都 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄国道

交通安全 国道1号 大田区 東京1号交通安全対策 1

交通安全 国道4号 台東区 東京4号交通安全対策 1

交通安全 国道20号 千代田区、新宿区 東京20号交通安全対策 30

交通安全 国道254号
板橋区、文京区、
練馬区

東京254号交通安全対策 51

交通安全 国道357号 江戸川区 東京357号交通安全対策 32

路線名 備考



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：東京都 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

三ノ輪電線共同溝（台東区） 100

保木間（２）電線共同溝（足立区） 50

電線共同溝 国道17号 文京区 東京17号電線共同溝 70 白山電線共同溝 70

若松町電線共同溝 300

美好町電線共同溝 200

電線共同溝 国道254号 文京区 東京254号電線共同溝 30 小日向（３）電線共同溝 30

路線名 備考

電線共同溝

電線共同溝

国道4号

国道20号

台東区、足立区

府中市 東京20号電線共同溝

東京4号電線共同溝 150

500



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：東京都 (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 国道1号 中央区～大田区 東京1号維持管理 105

維持管理 国道4号 中央区～足立区 東京4号維持管理 96

維持管理 国道6号 中央区～葛飾区 東京6号維持管理 183

維持管理 国道14号 中央区～江戸川区 東京14号維持管理 92

維持管理 国道16号 町田市～瑞穂町 東京16号維持管理 293

維持管理 国道17号 中央区～板橋区 東京17号維持管理 194

維持管理 国道20号 中央区～八王子市 東京20号維持管理 107

維持管理 国道246号
千代田区～世田谷
区、町田市

東京246号維持管理 298

維持管理 国道357号 江戸川区～大田区 東京357号維持管理 137

維持管理 カーボンニュートラル・豪雪対策 83

路線名 備考



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:東京都 (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

(一)高輪麻布線（六本木一）〔港区〕、(一)秋葉原雑司ヶ谷線
（目白台）〔文京区〕、(一)小山乞田線（小山町）〔町田市〕、
(一)小山乞田線(南大沢)〔八王子市〕、(一)常盤台赤羽線
（桐ヶ丘)〔北区〕、(一)杉並武蔵野線（四軒寺)〔武蔵野市〕、
(一)瀬田貫井線(阿佐ヶ谷南三)〔杉並区〕、(一)南砂町吾嬬町
線(北砂六)〔江東区〕、(一)白山小台線（東田端）〔北区〕、(一)
武蔵野調布線（下布田)〔調布市〕、(一)補助第26号線（千早）
〔豊島区〕、(一)補助第26号線(代沢)〔世田谷区〕、(一)補助第
26号線(大山)〔板橋区〕、(一)補助第26号線（南長崎）〔豊島
区〕、(一)補助第29号線(戸越公園駅周辺)〔品川区〕、(一)補
助第46号線(原町・洗足)〔目黒区〕、(一)補助第83号線(十条)
〔北区〕、(一)補助第85号線（赤羽台）〔北区〕、(一)補助第86
号線(志茂)〔北区〕、(一)放射第35号線〔練馬区〕、(一)放射第
36号線ほか1路線〔板橋区～練馬区〕、(一)北品川四谷線（西
麻布二)〔港区〕、(一)本郷赤羽線（上十条）〔北区〕、(一)本郷
赤羽線(赤羽西）〔北区〕、(一)落川平山線(三沢Ⅱ期)〔日野
市〕、(国)122号(志茂)〔北区〕、(国)130号（芝浦)〔港区〕、
(国)411号(秋川)〔あきる野市〕、(国)補助第142号線(南小岩)
〔江戸川区〕

（次ページにつづく）

2,686東京都無電柱化推進計画事業東京都無電柱化推進計画事業



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:東京都 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名(箇所) 事業費 備考

(国)放射第17号線(大森東)〔大田区〕、(国)放射第9号線〔豊島
区〕、(主)王子金町江戸川線（第一浜街道）〔葛飾区〕、(主)王
子金町江戸川線（半田稲荷）〔葛飾区〕、(主)王子金町江戸川
線（豊島二）〔北区〕、(主)王子千住夢の島線（西尾久）〔荒川
区〕、(主)環状三号線（下谷）〔台東区〕、(主)環状七号線（羽
根木)〔世田谷区〕、(主)環状七号線（栄町）〔練馬区〕、(主)環
状七号線（奥戸七）〔葛飾区〕、(主)環状七号線（加平）〔足立
区〕、(主)環状七号線(柿の木坂一)〔目黒区～世田谷区〕、
(主)環状七号線(柿の木坂二)〔目黒区～世田谷区〕、(主)環状
七号線（江戸川中）〔江戸川区〕、(主)環状七号線（江北）〔足
立区〕、(主)環状七号線（鹿浜）〔足立区〕、(主)環状七号線
（松本二）〔江戸川区〕、(主)環状七号線（上十条四）〔北区〕、
(主)環状七号線(上馬)〔世田谷区〕、(主)環状七号線（神谷）
〔北区〕、(主)環状七号線(西新井大師)〔足立区〕、(主)環状七
号線（西新井本町）〔足立区〕、(主)環状七号線（青井五）〔足
立区〕、(主)環状七号線（青戸）〔葛飾区〕、(主)環状七号線
（代田）〔世田谷区〕、(主)環状七号線（大森東）〔大田区〕、
(主)環状七号線（大杉）〔江戸川区〕、(主)環状七号線（大谷
田）〔足立区〕、(主)環状七号線（中央本町）〔足立区〕

（次ページにつづく）

東京都無電柱化推進計画事業東京都無電柱化推進計画事業



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:東京都 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名(箇所) 事業費 備考

(主)環状七号線（南常盤台）〔板橋区〕、(主)環状七号線（南千
束）〔大田区〕、(主)環状七号線（南馬込）〔大田区〕、(主)環状
七号線（梅島)〔足立区〕、(主)環状七号線（方南）〔杉並区〕、
(主)環状七号線（堀ノ内）〔杉並区〕、(主)環状七号線（本町）
〔板橋区〕、(主)環状七号線（野沢)〔世田谷区〕、(主)環状七号
線(野方)〔中野区〕、(主)環状七号線（和泉）〔杉並区〕、(主)環
状第4号線（荒川）〔荒川区〕、(主)環状第4号線(本駒込)〔文京
区〕、(主)御徒町小岩線（上一色橋）〔江戸川区〕、(主)市川四
ツ木線（北小岩)〔江戸川区〕、(主)市川四ツ木線（本田広小
路）〔葛飾区〕、(主)上野尾竹橋線（荒川）〔荒川区〕、(主)上野
尾竹橋線（根岸）〔台東区～荒川区〕、(主)新宿青梅線（新町)
〔青梅市〕、(主)新宿青梅線(野上)〔青梅市〕、(主)新青梅街道
線(Ⅱ工区)〔武蔵村山市〕、(主)新青梅街道線(Ⅳ工区)〔武蔵
村山市〕、(主)新青梅街道線（上北台）〔東大和市～武蔵村山
市〕、(主)新青梅街道線(殿ヶ谷)〔武蔵村山市～瑞穂町〕、(主)
新青梅街道線(本町Ⅲ-2工区)〔武蔵村山市〕、(主)杉並あき
る野線（武蔵野中央)〔武蔵野市〕、(主)世田谷町田線（大蔵
町)〔町田市〕

（次ページにつづく）

東京都無電柱化推進計画事業東京都無電柱化推進計画事業



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:東京都 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名(箇所) 事業費 備考

無電柱化推進計画事業 東京都 東京都無電柱化推進計画事業

(主)千住小松川葛西沖線（松江五）〔江戸川区〕、(主)千代田
練馬田無線（高田）〔豊島区〕、(主)足立越谷線（西保木間)
〔足立区〕、(主)台東川口線（扇)〔足立区〕、(主)台東鳩ケ谷線
(舎人四)〔足立区〕、(主)東京丸子横浜線（雪谷大塚）〔大田
区〕、(主)東京市川線（一之江町）〔江戸川区〕、(主)白金台町
等々力線（中根)〔目黒区～世田谷区〕、(主)府中清瀬線（大
沼町)〔小平市～東久留米市〕、(主)府中町田線(関戸)〔多摩
市〕、(主)府中町田線(本宿町)〔府中市〕、(主)補助第143号線
(東小岩)〔江戸川区〕、(主)補助第4号線(乃木坂)〔港区〕、(主)
補助第74号線(野方)〔中野区〕、(主)放射第25号線(若松町)
〔新宿区〕、(主)立川青梅線(熊川)〔福生市〕、(主)立川青梅線
(柴崎町)〔立川市〕、(主)立川青梅線（福生)〔福生市～羽村
市〕、(主)立川青梅線（福島町)〔昭島市〕



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:東京都 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名(箇所) 事業費 備考

無電柱化推進計画事業 港区 東京都無電柱化推進計画事業 419 (区)補助第７号線

無電柱化推進計画事業 大田区 東京都無電柱化推進計画事業 103 (区)補助第43号線

無電柱化推進計画事業 世田谷区 東京都無電柱化推進計画事業 129
(区)補助第217号線（成城一，二，三丁目）、(区)補助第49号
線

無電柱化推進計画事業 中野区 東京都無電柱化推進計画事業 173 (区)中野区画街路第4号線、(区)補助第220号線（Ⅰ期）

無電柱化推進計画事業 荒川区 東京都無電柱化推進計画事業 94 (区)補助第193号線、(区)補助第331号線

無電柱化推進計画事業 葛飾区 東京都無電柱化推進計画事業 111 (区)葛飾区画街路4号線、(区)補助第276号線(細田北)

無電柱化推進計画事業 江戸川区 東京都無電柱化推進計画事業 661

(区)補助第264号線（北小岩）、(区)補助第288・290号線（一之
江）、(区)補助第288号線（北篠崎）、(区)補助第289号線（江
戸川）、(区)補助第289号線（春江）、(区)補助第289号線（東
葛西）

無電柱化推進計画事業 八王子市 東京都無電柱化推進計画事業 36 (市)幹線1級20号線(れんが通り)



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:東京都 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名(箇所) 事業費 備考

無電柱化推進計画事業 府中市 東京都無電柱化推進計画事業 416
(市)多磨墓地前線、(市)府中東小金井線(府中3・4・16)一期区
間、(市)府中東小金井線(府中3・4・16)二期区間

無電柱化推進計画事業 調布市 東京都無電柱化推進計画事業 577
(市)つつじケ丘南口線(調布3・4・21)、(市)品川道天神前線(蓮
慶寺通り)

無電柱化推進計画事業 小金井市 東京都無電柱化推進計画事業 22 (市)新小金井久留米線（小金井3・4・8）

無電柱化推進計画事業 東村山市 東京都無電柱化推進計画事業 158 (市)東村山駅武蔵大和駅線

無電柱化推進計画事業 福生市 東京都無電柱化推進計画事業 26 (市)富士見通り線（福生3・4・7）

無電柱化推進計画事業 清瀬市 東京都無電柱化推進計画事業 233
(市)下清戸線（東村山3・4・17）、（市）久米川駅清瀬線（東村
山3・4・17）



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:東京都 (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 東京都 橋梁長寿命化修繕計画 120 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 千代田区 橋梁長寿命化修繕計画 30 個別の構造物は別紙参照



令和３年度　補正予算　箇所表 別紙

※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成
東京都

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

東京都橋梁長寿命化修繕計画
東京都 大田区 環状八号線(都道311号線) 蒲田陸橋 橋梁 修繕

千代田区橋梁長寿命化修繕計画
千代田区 千代田区 特別区道千文第2号 後楽橋 橋梁 修繕



令和３年度　補正予算　箇所表（ゼロ国債）

種　　別：補助事業 ※市区町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:東京都 (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 江東区 橋梁長寿命化修繕計画 92 個別の構造物は別紙（ゼロ国債）参照



令和３年度　補正予算　箇所表 別紙（ゼロ国債）

※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成
東京都

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

江東区橋梁長寿命化修繕計画
江東区 江東区 特別区道江139号 清水橋 橋梁 更新



東 京 都

水管理・国土保全局



令和３年度補正予算　河川事業（直轄・東京都）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

荒川 荒川下流 一般河川改修事業 1,956　 江戸川区
  え    ど がわ  く

、葛飾区
かつしか  く

、北区
きた  く

多摩川 多摩川 一般河川改修事業 760　
≪東京都

とう きょう と

≫大田区
おお た   く

、日野市
 ひ  の   し

≪神奈川県
  か  な がわけん

≫川崎市
 かわさき し

利根川 中川 流域治水整備事業 190　 足立区
あだちく

荒川 荒川下流 河川維持修繕事業 549　 戸田市
と だ し

、板橋区
い た ば し く

～河口
か こ う

荒川 荒川上流 河川維持修繕事業 357　 深谷市
ふ か や し

～戸田市
と だ し

、板橋区
い た ば し く

利根川 中川 河川維持修繕事業 151　 松伏町
まつぶしまち

～葛飾区
か つ し か く

利根川 江戸川 河川維持修繕事業 713　 五霞町
ご か ま ち

～河口
か こ う

多摩川 多摩川 河川維持修繕事業 367　 青梅市
お う め し

～河口
か こ う

多摩川 総合水系環境整備事業 115　 大田
お お た

区
く

、多摩市
た 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年度補正予算　河川事業（補助・東京都）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

荒川 神田川 大規模特定河川事業 908　 杉並区
す ぎ な み く

境川 境川 大規模特定河川事業 2,000　 町田市
ま ち だ し



令和３年度補正予算（ゼロ国債）　河川事業（直轄・東京都）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

荒川 総合水系環境整備事業 60　 足立
あ だ ち

区
く

（※）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。



東　京　都

都市局



※市町村名は令和3年12月1日現在である。
種　　　別：　国営公園
所　　　管：　国土交通省
都道府県名：　東京都

（単位：百万円）

整備 国営昭和記念公園 立川市、昭島市 210 うち５か年加速化対策　80百万円

維持管理 国営昭和記念公園 立川市、昭島市 490 うち５か年加速化対策　292百万円

維持管理 国営東京臨海広域防災公園 江東区 47 うち５か年加速化対策　27百万円

令和３年度　補正予算箇所表

工種 公園名 市町村名 事業費 備考



東京都

（項）都市再生・地域再生整備事業費（目）都市再生推進事業費補助（目細）都市再生推進事業費補助

（単位：千円）

用地費 施設費 計

0 8,000 8,000

0 4,000 4,000

0 8,000 8,000

0 4,000 4,000

（注）「内示額」欄の上段は事業費、下段は国費を記載している。

合　　計

大丸有エリアとその周辺エ
リア

民間事業者 1/2千代田区 継続
5か年加速化
対策分

内示額

令和３年度補正予算　グリーンインフラ活用型都市構築支援事業

備   考都市名 事業主体
新規
継続

箇所名 補助率



令和３年度　補正予算配分

一般会計　（組織）国土交通本省　 東京都

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

事業 継続

都市名 主体 種別 新規 箇　所　名 補助率 内示額 今回内示額 改内示額 摘　　要

5,021,743 2,014,286 7,036,029 都市局所管

中央区 組合 省エネ緊促 継続 日本橋一丁目中地区 7/100 351,522 141,000 492,522

1,568,629 2,343,000 3,911,629 都市局所管

港区 組合 省エネ緊促 継続 虎ノ門・麻布台地区 7/100 109,804 164,000 273,804

7,522,058 3,314,714 10,836,772 都市局所管

港区 組合 省エネ緊促 継続 三田三・四丁目地区 7/100 526,544 232,000 758,544

8,068,200 30,643,000 38,711,200 都市局所管

渋谷区 組合 省エネ緊促 継続 渋谷駅桜丘口地区 7/100 564,774 2,145,000 2,709,774

22,180,630 38,315,000 60,495,630

合計 1,552,644 2,682,000 4,234,644

内示額について、下段を国費とする。



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：無電柱化（補助） ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:東京都 (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

(一)高輪麻布線（六本木一）〔港区〕、(一)秋葉原雑司ヶ谷線
（目白台）〔文京区〕、(一)小山乞田線（小山町）〔町田市〕、
(一)小山乞田線(南大沢)〔八王子市〕、(一)常盤台赤羽線
（桐ヶ丘)〔北区〕、(一)杉並武蔵野線（四軒寺)〔武蔵野市〕、
(一)瀬田貫井線(阿佐ヶ谷南三)〔杉並区〕、(一)南砂町吾嬬町
線(北砂六)〔江東区〕、(一)白山小台線（東田端）〔北区〕、(一)
武蔵野調布線（下布田)〔調布市〕、(一)補助第26号線（千早）
〔豊島区〕、(一)補助第26号線(代沢)〔世田谷区〕、(一)補助第
26号線(大山)〔板橋区〕、(一)補助第26号線（南長崎）〔豊島
区〕、(一)補助第29号線(戸越公園駅周辺)〔品川区〕、(一)補
助第46号線(原町・洗足)〔目黒区〕、(一)補助第83号線(十条)
〔北区〕、(一)補助第85号線（赤羽台）〔北区〕、(一)補助第86
号線(志茂)〔北区〕、(一)放射第35号線〔練馬区〕、(一)放射第
36号線ほか1路線〔板橋区～練馬区〕、(一)北品川四谷線（西
麻布二)〔港区〕、(一)本郷赤羽線（上十条）〔北区〕、(一)本郷
赤羽線(赤羽西）〔北区〕、(一)落川平山線(三沢Ⅱ期)〔日野
市〕、(国)122号(志茂)〔北区〕、(国)130号（芝浦)〔港区〕、
(国)411号(秋川)〔あきる野市〕、(国)補助第142号線(南小岩)
〔江戸川区〕

（次ページにつづく）

※上記箇所は全て防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策

2,686東京都無電柱化推進計画事業東京都無電柱化推進計画事業



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：無電柱化（補助） ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:東京都 (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

(国)放射第17号線(大森東)〔大田区〕、(国)放射第9号線〔豊島
区〕、(主)王子金町江戸川線（第一浜街道）〔葛飾区〕、(主)王
子金町江戸川線（半田稲荷）〔葛飾区〕、(主)王子金町江戸川
線（豊島二）〔北区〕、(主)王子千住夢の島線（西尾久）〔荒川
区〕、(主)環状三号線（下谷）〔台東区〕、(主)環状七号線（羽
根木)〔世田谷区〕、(主)環状七号線（栄町）〔練馬区〕、(主)環
状七号線（奥戸七）〔葛飾区〕、(主)環状七号線（加平）〔足立
区〕、(主)環状七号線(柿の木坂一)〔目黒区～世田谷区〕、
(主)環状七号線(柿の木坂二)〔目黒区～世田谷区〕、(主)環状
七号線（江戸川中）〔江戸川区〕、(主)環状七号線（江北）〔足
立区〕、(主)環状七号線（鹿浜）〔足立区〕、(主)環状七号線
（松本二）〔江戸川区〕、(主)環状七号線（上十条四）〔北区〕、
(主)環状七号線(上馬)〔世田谷区〕、(主)環状七号線（神谷）
〔北区〕、(主)環状七号線(西新井大師)〔足立区〕、(主)環状七
号線（西新井本町）〔足立区〕、(主)環状七号線（青井五）〔足
立区〕、(主)環状七号線（青戸）〔葛飾区〕、(主)環状七号線
（代田）〔世田谷区〕、(主)環状七号線（大森東）〔大田区〕、
(主)環状七号線（大杉）〔江戸川区〕、(主)環状七号線（大谷
田）〔足立区〕、(主)環状七号線（中央本町）〔足立区〕

（次ページにつづく）

※上記箇所は全て防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策

東京都無電柱化推進計画事業東京都無電柱化推進計画事業



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：無電柱化（補助） ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:東京都 (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

(主)環状七号線（南常盤台）〔板橋区〕、(主)環状七号線（南千
束）〔大田区〕、(主)環状七号線（南馬込）〔大田区〕、(主)環状
七号線（梅島)〔足立区〕、(主)環状七号線（方南）〔杉並区〕、
(主)環状七号線（堀ノ内）〔杉並区〕、(主)環状七号線（本町）
〔板橋区〕、(主)環状七号線（野沢)〔世田谷区〕、(主)環状七号
線(野方)〔中野区〕、(主)環状七号線（和泉）〔杉並区〕、(主)環
状第4号線（荒川）〔荒川区〕、(主)環状第4号線(本駒込)〔文京
区〕、(主)御徒町小岩線（上一色橋）〔江戸川区〕、(主)市川四
ツ木線（北小岩)〔江戸川区〕、(主)市川四ツ木線（本田広小
路）〔葛飾区〕、(主)上野尾竹橋線（荒川）〔荒川区〕、(主)上野
尾竹橋線（根岸）〔台東区～荒川区〕、(主)新宿青梅線（新町)
〔青梅市〕、(主)新宿青梅線(野上)〔青梅市〕、(主)新青梅街道
線(Ⅱ工区)〔武蔵村山市〕、(主)新青梅街道線(Ⅳ工区)〔武蔵
村山市〕、(主)新青梅街道線（上北台）〔東大和市～武蔵村山
市〕、(主)新青梅街道線(殿ヶ谷)〔武蔵村山市～瑞穂町〕、(主)
新青梅街道線(本町Ⅲ-2工区)〔武蔵村山市〕、(主)杉並あき
る野線（武蔵野中央)〔武蔵野市〕、(主)世田谷町田線（大蔵
町)〔町田市〕

（次ページにつづく）

※上記箇所は全て防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策

東京都無電柱化推進計画事業東京都無電柱化推進計画事業



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：無電柱化（補助） ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:東京都 (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 東京都 東京都無電柱化推進計画事業

(主)千住小松川葛西沖線（松江五）〔江戸川区〕、(主)千代田
練馬田無線（高田）〔豊島区〕、(主)足立越谷線（西保木間)
〔足立区〕、(主)台東川口線（扇)〔足立区〕、(主)台東鳩ケ谷線
(舎人四)〔足立区〕、(主)東京丸子横浜線（雪谷大塚）〔大田
区〕、(主)東京市川線（一之江町）〔江戸川区〕、(主)白金台町
等々力線（中根)〔目黒区～世田谷区〕、(主)府中清瀬線（大
沼町)〔小平市～東久留米市〕、(主)府中町田線(関戸)〔多摩
市〕、(主)府中町田線(本宿町)〔府中市〕、(主)補助第143号線
(東小岩)〔江戸川区〕、(主)補助第4号線(乃木坂)〔港区〕、(主)
補助第74号線(野方)〔中野区〕、(主)放射第25号線(若松町)
〔新宿区〕、(主)立川青梅線(熊川)〔福生市〕、(主)立川青梅線
(柴崎町)〔立川市〕、(主)立川青梅線（福生)〔福生市～羽村
市〕、(主)立川青梅線（福島町)〔昭島市〕

※上記箇所は全て防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：無電柱化（補助） ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:東京都 (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 港区 東京都無電柱化推進計画事業 419 (区)補助第７号線

無電柱化推進計画事業 大田区 東京都無電柱化推進計画事業 103 (区)補助第43号線

無電柱化推進計画事業 世田谷区 東京都無電柱化推進計画事業 129
(区)補助第217号線（成城一，二，三丁目）、(区)補助第49号
線

無電柱化推進計画事業 中野区 東京都無電柱化推進計画事業 173 (区)中野区画街路第4号線、(区)補助第220号線（Ⅰ期）

無電柱化推進計画事業 荒川区 東京都無電柱化推進計画事業 94 (区)補助第193号線、(区)補助第331号線

無電柱化推進計画事業 葛飾区 東京都無電柱化推進計画事業 111 (区)葛飾区画街路4号線、(区)補助第276号線(細田北)

※上記箇所は全て防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：無電柱化（補助） ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:東京都 (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 江戸川区 東京都無電柱化推進計画事業 661

(区)補助第264号線（北小岩）、(区)補助第288・290号線（一之
江）、(区)補助第288号線（北篠崎）、(区)補助第289号線（江
戸川）、(区)補助第289号線（春江）、(区)補助第289号線（東
葛西）

無電柱化推進計画事業 八王子市 東京都無電柱化推進計画事業 36 (市)幹線1級20号線(れんが通り)

無電柱化推進計画事業 府中市 東京都無電柱化推進計画事業 416
(市)多磨墓地前線、(市)府中東小金井線(府中3・4・16)一期区
間、(市)府中東小金井線(府中3・4・16)二期区間

無電柱化推進計画事業 調布市 東京都無電柱化推進計画事業 577
(市)つつじケ丘南口線(調布3・4・21)、(市)品川道天神前線(蓮
慶寺通り)

※上記箇所は全て防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：無電柱化（補助） ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:東京都 (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 小金井市 東京都無電柱化推進計画事業 22 (市)新小金井久留米線（小金井3・4・8）

無電柱化推進計画事業 東村山市 東京都無電柱化推進計画事業 158 (市)東村山駅武蔵大和駅線

無電柱化推進計画事業 福生市 東京都無電柱化推進計画事業 26 (市)富士見通り線（福生3・4・7）

無電柱化推進計画事業 清瀬市 東京都無電柱化推進計画事業 233
(市)下清戸線（東村山3・4・17）、（市）久米川駅清瀬線（東村
山3・4・17）

※上記箇所は全て防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策



港 湾 局

(単位：百万円)

単年度支出 ゼロ国債 合　計

東京都

東京都

東京都国際戦略港湾 東 京 東 京 都 小 計 4,015 4,015

東京都 直 轄 4,015 4,015

東京都

東京都特 定 離 島 沖 ノ 鳥 島 国 小 計 2,500 2,500

東京都 直 轄 2,500 2,500

東京都

6,515 6,515

令 和 ３ 年 度 補 正 予 算

摘　　要

事業区分
事　　業　　費

合　　　　計

令 和 ３ 年 度　 港 湾 整 備 事 業 予 算 

港　　格 港　　名 港湾管理者

東 京 都



令和３年度　補正予算配分箇所表（空港整備）

「国庫債務負担行為（ゼロ国債）」

［直轄＋補助］ （単位：百万円)

事 業 費 主　　　要　　　内　　　容

（内地）

仙 台 59 無線施設整備

羽 田 59 無線施設整備

新 潟 266 滑走路端安全区域整備

福 岡 59 無線施設整備

熊 本 59 無線施設整備

宮 崎 59 無線施設整備

鹿 児 島 59 無線施設整備

成 田 59 無線施設整備

中 部 59 無線施設整備

関 西 59 無線施設整備

伊 丹 59 無線施設整備

秋 田 321 滑走路改良

青 森 411 滑走路改良、誘導路改良

花 巻 314 滑走路改良

福 島 660 滑走路端安全区域整備、滑走路改良

富 山 208 滑走路改良

佐 賀 509 滑走路改良、エプロン改良等

（北海道）

新 千 歳 1,371 誘導路新設、耐震対策、無線施設整備

稚 内 35 浸水対策

釧 路 320 照明施設整備

函 館 65 浸水対策

帯 広 150 誘導路改良

女 満 別 82 庁舎改修

（沖縄）

那 覇 60 無線施設整備

区　　　　分

国 管 理 空 港

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

特定地方管理空港

地 方 管 理 空 港

国 管 理 空 港
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Ⅴ．令和３年度鉄道局関係補正予算配分概要 

 

区    分 

 

 

線   名   等 

 

 

事業費 

（百万円） 

 

備考 

 

都市鉄道整備事

業費補助 

        

        

     

     

 

 

 

 

 

札幌市（耐震補強） 

仙台市（浸水対策） 

東京都（耐震補強、大規模改良） 

横浜市（耐震補強、大規模改良） 

名古屋市（耐震補強、大規模改良） 

神戸市（大規模改良） 

福岡市（新線建設） 

東京地下鉄（株）（浸水対策、大規模改良） 

大阪市高速電気軌道（株）（大規模改良） 

 

計 

  

  52 

4 

  1,144 

      397 

   100 

2,171 

2,862 

   2,667 

  1,837 

 

 11,234 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鉄道駅総合改善

事業費補助 

 

 

 

 

東日本旅客鉄道㈱(仙北町駅) 

東日本旅客鉄道㈱(北山形駅) 

東日本旅客鉄道㈱(結城駅) 

東海旅客鉄道㈱(岐阜駅) 

西日本旅客鉄道㈱(比良駅) 

西日本旅客鉄道㈱(黄檗駅) 

名古屋鉄道㈱(印場駅) 

名古屋鉄道㈱(金山駅) 

近畿日本鉄道㈱(南が丘駅) 

南海電気鉄道㈱(尾崎駅) 

阪急電鉄㈱(春日野道駅) 

山陽電気鉄道㈱(東須磨駅) 

山陽電気鉄道㈱(夢前川駅) 

しなの鉄道㈱(戸倉駅) 

 

計 

 

45       

316 

30 

484 

197 

48 

356 

604 

194 

84 

750 

250 

5 

326 

 

3,687 

 

 

 

 

 

 

鉄道防災事業費

補助 

 

 

青函トンネル 

 

計 

 

    905 

 

      905 

 

 

 

 

 

鉄道施設総合安

全対策事業費補

助 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（老朽化対策） 

北海道旅客鉄道（株）（千歳線、宗谷線） 

青森県（青い森鉄道線） 

アイジーアールいわて銀河鉄道（株）（いわて銀河鉄道線） 

富士急行（株）（大月線） 

岳南電車（株）（岳南鉄道線） 

大井川鐵道（株）（大井川本線） 

三岐鉄道（株）（三岐線） 

和歌山県（和歌山港線） 

智頭急行（株）（智頭線） 

土佐くろしお鉄道（株）（阿佐線） 

九州旅客鉄道（株）（鹿児島線、日豊線、長崎線、筑肥線） 

肥薩おれんじ鉄道（株）（肥薩おれんじ鉄道線） 

 

小計 

 

 

        219 

        77 

        48 

        9 

        5 

30 

        15 

        8 

        56 

        20 

199 

28 

 

       714 
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（耐震対策） 

東武鉄道（株）（伊勢崎線） 

京王電鉄（株）（京王線、相模原線） 

名古屋鉄道（株）（名古屋本線、常滑線、津島線） 

近畿日本鉄道（株）（難波線、けいはんな線） 

阪神電気鉄道（株）（阪神なんば線） 

九州旅客鉄道（株）（日豊線） 

 

小計 

 

（豪雨対策） 

東日本旅客鉄道（株）（上越線、奥羽線、東北線、磐越西線

、八戸線、小海線、吾妻線） 

西武鉄道（株）（池袋線、西武秩父線） 

京成電鉄（株）（本線） 

東急電鉄（株）（田園都市線、大井町線、池上線） 

東海旅客鉄道（株）（高山線、紀勢線） 

近畿日本鉄道（株）（大阪線） 

南海電気鉄道（株）（高野線、南海本線） 

西日本旅客鉄道（株）（因美線、播但線、山陽線、山陰線、

山口線） 

四国旅客鉄道（株）（予讃線） 

九州旅客鉄道（株）（鹿児島線、日豊線、久大線） 

西日本鉄道（株）（天神大牟田線） 

 

小計 

 

（浸水対策） 

北総鉄道（株）（北総線） 

名古屋鉄道（株）（名古屋本線） 

名古屋臨海高速鉄道（株）（西名古屋港線） 

近畿日本鉄道（株）（名古屋線） 

阪急電鉄（株）（宝塚本線、神戸本線） 

 

小計 

 

（地域鉄道安全対策（豪雨）） 

甲賀市 

秋田内陸縦貫鉄道（株） 

関東鉄道（株） 

長良川鉄道（株） 

伊豆急行（株） 

愛知環状鉄道（株） 

静岡鉄道（株） 

神戸電鉄（株） 

智頭急行（株） 

肥薩おれんじ鉄道（株） 

松浦鉄道（株） 

アルピコ交通（株） 

由利高原鉄道（株） 

近江鉄道（株） 

 

小計 

 

 

       29 

        418 

       288 

       425 

       8 

       5 

         

     1,173 

       

 

 645 

 

496 

        200 

       60 

       270 

163 

       70 

270 

 

141 

325 

        48 

         

      2,688 

 

      

        155 

       5 

       40 

36 

     85 

           

 321 

 

 

  9 

24 

24 

51 

24 

39 

12 

54 

27 

30 

15 

390 

60 

81 

     

840 
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（地域鉄道安全対策） 

伊賀市 

四日市市 

北近畿タンゴ鉄道（株） 

甲賀市 

秋田内陸縦貫鉄道（株） 

阿武隈急行（株） 

由利高原鉄道（株） 

しなの鉄道（株） 

長野電鉄（株） 

のと鉄道（株） 

北陸鉄道（株） 

IRいしかわ鉄道（株） 

万葉線（株） 

アルピコ交通（株） 

真岡鉄道（株） 

上信電鉄（株） 

野岩鉄道（株） 

上毛電気鉄道(株) 

銚子電気鉄道（株） 

天竜浜名湖鉄道（株） 

大井川鐵道（株） 

えちぜん鉄道（株） 

愛知環状鉄道（株） 

伊勢鉄道（株） 

静岡鉄道（株） 

岳南電車（株） 

神戸電鉄（株） 

近江鉄道（株） 

叡山電鉄（株） 

一畑電車（株） 

土佐くろしお鉄道（株） 

伊予鉄道（株） 

松浦鉄道（株） 

島原鉄道（株） 

南阿蘇鉄道（株） 

甘木鉄道（株） 

熊本電気鉄道（株） 

長崎電気軌道（株） 

 

小計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 

108 

512 

36 

390 

267 

30 

300 

276 

84 

123 

42 

99 

36 

75 

141 

195 

90 

24 

207 

240 

324 

300 

63 

123 

81 

567 

243 

57 

198 

309 

234 

171 

183 

60 

147 

558 

12 

 

6,968 
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(ホームドア) 

西日本旅客鉄道㈱（京都駅） 

東武鉄道㈱（西新井駅） 

東武鉄道㈱（谷塚駅） 

東武鉄道㈱（草加駅） 

東武鉄道㈱（新田駅） 

東武鉄道㈱（越谷駅） 

京成電鉄㈱（押上駅） 

京王電鉄㈱（笹塚駅） 

京王電鉄㈱（久我山駅） 

小田急電鉄㈱（町田駅） 

小田急電鉄㈱（相模大野駅） 

小田急電鉄㈱（海老名駅） 

小田急電鉄㈱（本厚木駅） 

小田急電鉄㈱（大和駅） 

近畿日本鉄道㈱（鶴橋駅） 

南海電気鉄道㈱（中百舌鳥駅） 

阪急電鉄㈱（西宮北口駅） 

阪神電気鉄道㈱（大阪梅田駅） 

 

小計 

 

計 

 

 

 

190 

17 

100 

22 

100 

22 

290 

575 

22 

476 

217 

329 

967 

199 

30 

111 

90 

144 

 

3,900 

 

16,604 

 

 

 

 

 

 

 

（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。 

 





令和３年度補正予算　官庁営繕部箇所別調書

東京都 （単位：百万円）

事　業　名 箇　所　名 所　在　地 事 業 費 備　　考

官庁営繕費 中央合同庁舎第６号館 千代田区　霞が関 266 燃料槽増設

中央合同庁舎第４号館 千代田区　霞が関 292 建具改修

合　　計 558



令和３年度補正予算　社会資本整備総合交付金の配分（加速化対策分）

（東京都）
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

国際競争を勝ち抜く道路ネット
ワーク形成と首都にふさわしい
都市環境の創出

東京都,新宿区,大田区,世田谷区,中野区,北
区,板橋区,練馬区,足立区,葛飾区,江戸川
区,立川市,三鷹市,府中市,昭島市,町田市,
小平市,日野市,東村山市,国分寺市,国立市,
清瀬市,東久留米市,西東京市,瑞穂町,品川
区,八王子市,小金井市,武蔵村山市,羽村市,
稲城市,あきる野市,港区,渋谷区,荒川区,福
生市,墨田区,中央区,台東区,江東区,目黒
区,千代田区

1,472,750 

1,472,750 

※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年度補正予算　社会資本整備総合交付金の配分（加速化対策分）

（東京都）
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

高度な防災都市を構築し地域の
暮らしを支える安全・安心な道
路の整備（防災・安全）

東京都,中央区,世田谷区,豊島区,荒川区,練
馬区,江戸川区,八王子市,青梅市,調布市,狛
江市,東大和市,町田市,渋谷区,北区,葛飾
区,江東区,千代田区,新宿区,文京区,台東
区,墨田区,品川区,目黒区,大田区,中野区,
杉並区,足立区,三鷹市,府中市,昭島市,国分
寺市,稲城市

1,777,054 

日本の縮図である東京の暮らし
を支える安全・安心な道路の予
防保全型管理の推進（防災・安
全）

東京都,千代田区,新宿区,文京区,墨田区,江
東区,品川区,大田区,世田谷区,渋谷区,中野
区,杉並区,豊島区,北区,荒川区,板橋区,練
馬区,足立区,葛飾区,江戸川区,八王子市,立
川市,武蔵野市,三鷹市,青梅市,府中市,調布
市,町田市,小金井市,日野市,東村山市,国分
寺市,国立市,福生市,狛江市,東大和市,清瀬
市,東久留米市,多摩市,稲城市,あきる野市,
西東京市,日の出町,羽村市,瑞穂町,小平市,
神津島村

71,520 

東京港における港湾防災機能の
維持・強化（防災・安全）（重
点）

東京都 147,000 

高度な防災都市を実現し、都民
の安心安全を確保する河川整備
（防災・安全）

東京都,品川区,瑞穂町,板橋区,三鷹市,武蔵
野市,渋谷区,世田谷区,清瀬市,小金井市,調
布市,狛江市,八王子市,武蔵村山市,立川市,
昭島市,北区,あきる野市,千代田区,文京区,
青梅市,日野市,羽村市,墨田区,江東区

7,178,000 

東京都区部公共下水道事業整備
計画（防災・安全）

東京都 5,448,101 

東京都流域下水道事業整備計画
（防災・安全）

東京都 775,000 

東京港における海岸防災機能の
強化・推進（防災・安全）

東京都 654,600 

東京港における海岸防災機能の
維持・強化（防災・安全）

東京都 600,400 

活力のある都市の再生と、災害
に備えたまちづくり（２期）
（防災・安全）

東京都,足立区,江戸川区,八王子市,昭島市,
稲城市,中野区

92,500 

東京都における安全な市街地の
形成（Ⅲ期）（防災・安全）

東京都,新宿区,台東区,墨田区,江東区,品川
区,目黒区,大田区,世田谷区,渋谷区,中野
区,杉並区,豊島区,荒川区,板橋区,練馬区,
足立区,葛飾区,江戸川区,羽村市,北区

64,099 



（東京都）
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

三鷹市における水循環の促進
（第3期）（防災・安全）

三鷹市 91,393 

地域における下水道の総合的な
推進（防災・安全）（第２期）

町田市 9,000 

地域における下水道の総合的な
推進（防災・安全）（第３期）
（重点計画）

町田市 1,000 

清瀬市公共下水道整備計画(第３
期)(防災・安全)

清瀬市 3,500 

16,913,167 

※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年度補正予算　社会資本整備総合交付金の配分（通常分）

（東京都）
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

国際競争を勝ち抜く道路ネット
ワーク形成と首都にふさわしい
都市環境の創出

東京都,新宿区,大田区,世田谷区,中野区,北
区,板橋区,練馬区,足立区,葛飾区,江戸川
区,立川市,三鷹市,府中市,昭島市,町田市,
小平市,日野市,東村山市,国分寺市,国立市,
清瀬市,東久留米市,西東京市,瑞穂町,品川
区,八王子市,小金井市,武蔵村山市,羽村市,
稲城市,あきる野市,港区,渋谷区,荒川区,福
生市,墨田区,中央区,台東区,江東区,目黒
区,千代田区

710,154 

島しょ地域における防災力を強
化し、安全な暮らしを確保する
インフラ整備

東京都,八丈町 20,200 

良好な河川環境と都市環境を保
全・創出し、人々が憩い、賑わ
う河川整備

東京都,墨田区 58,000 

788,354 

※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年度補正予算　社会資本整備総合交付金の配分（通常分）

（東京都）
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

東京都流域下水道事業整備計画
（防災・安全）

東京都 225,000 

225,000 

※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


