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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：山口県 (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2号 和木町～岩国市 岩国・大竹道路 430

改築 国道2号 周南市～防府市 富海拡幅 390

改築 国道188号 岩国市 藤生長野バイパス 120

改築 国道188号 柳井市～平生町 柳井・平生バイパス 80

改築 国道191号 萩市 大井・萩道路 300

改築 国道191号 阿武町 木与防災 350

改築 国道191号 萩市 益田・田万川道路 150

改築 国道491号 下関市～長門市 俵山・豊田道路 800

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：山口県 (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9号
山口市、宇部市、
下関市

山口9号交通安全対策 40

交通安全 国道190号
山口市、宇部市、
山陽小野田市

山口190号交通安全対策 24

交通安全 国道191号
阿武町、萩市、
長門市、下関市

山口191号交通安全対策 38

備考

交通安全 国道2号

和木町、岩国市、
下松市、周南市、
防府市、山口市、
宇部市、
山陽小野田市、
下関市

山口2号交通安全対策

交通安全 国道188号
岩国市、柳井市、
平生町、田布施
町、光市、下松市

山口188号交通安全対策 39

路線名

303



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：山口県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

電線共同溝 国道9号 山口市 山口9号電線共同溝 20 仁保津電線共同溝 20

宇部亀浦電線共同溝（宇部市） 30

日の出電線共同溝（山陽小野田市） 50

路線名 備考

電線共同溝 国道190号
宇部市、
山陽小野田市

山口190号電線共同溝 80



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：山口県 (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 国道2号 岩国市～下関市 山口2号維持管理 393

維持管理 カーボンニュートラル・豪雪対策 47

路線名 備考



令和３年度　補正予算　箇所表（ゼロ国債）

種　　別：直轄事業

所　　管：国土交通省

都道府県名：山口県 (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191号 阿武町 木与防災 150

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：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:山口県 (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490号 美祢市、萩市
絵堂萩道路
【小郡萩道路】

1,000

改築 国道491号 下関市 下小月バイパス 90

改築 （主） 防府環状線 防府市 牟礼工区 50

改築 （主） 光柳井線 光市 虹ヶ丘工区 150

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:山口県 (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434号 周南市 金峰地区 10

土砂災害対策 (主) 光上関線 平生町 尾国地区 20

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:山口県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名(箇所) 事業費 備考

補助事業

無電柱化推進計画事業 山口県 山口県無電柱化推進計画事業 90
(一)新下関停車場線(秋根本町工区)〔下関市〕、(一)田倉新下関停
車場線(秋根本町工区)〔下関市〕

無電柱化推進計画事業 山口市 山口県無電柱化推進計画事業 60 (市)矢足新山口駅線



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:山口県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

補助事業

道路メンテナンス事業 山口県 橋梁長寿命化修繕計画 1,221 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 山口県 トンネル長寿命化修繕計画 456 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 山口県 道路附属物等長寿命化修繕計画 182 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 防府市 橋梁長寿命化修繕計画 68 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
山口県

事業主体名 市町村名 路線名 構造物名 構造物種別 事業種別

山口県橋梁長寿命化修繕計画
山口県 下松市 一般県道下松新南陽線 清瀬3号橋 橋梁 修繕
山口県 下松市 一般県道下松新南陽線 清瀬1号橋 橋梁 修繕
山口県 光市 一般県道下松田布施線 新八幡橋 橋梁 修繕
山口県 岩国市 一般県道岩国錦帯橋空港線 新連帆橋 橋梁 修繕
山口県 岩国市 一般県道岩国美和線 第２名坪橋 橋梁 修繕
山口県 岩国市 一般県道光玖珂線 隅名橋 橋梁 修繕
山口県 美祢市 一般県道佐々並美東線 第4桂坂橋 橋梁 修繕
山口県 萩市 一般県道須佐湾高山尾浦線 水海橋 橋梁 修繕
山口県 萩市 一般県道須佐湾高山尾浦線 尾浦橋 橋梁 修繕
山口県 長門市 一般県道青海島線 青海大橋(下り線) 橋梁 修繕
山口県 長門市 一般県道青海島線 第一くつ橋 橋梁 修繕
山口県 美祢市 一般県道銭屋美祢線 寺家橋 橋梁 修繕
山口県 防府市 一般県道中ノ関港新田線 北側橋 橋梁 修繕
山口県 長門市 一般県道長門三隅線 豊栄橋 橋梁 修繕
山口県 光市 一般県道徳山光線 新宮橋 橋梁 修繕
山口県 宇部市 一般県道美祢小郡線 吉野橋 橋梁 修繕
山口県 防府市 一般県道防府停車場向島線 第1本村橋 橋梁 修繕
山口県 防府市 一般県道防府停車場向島線 本村橋 橋梁 修繕
山口県 長門市 一般県道野波瀬港線 豊原跨線橋 橋梁 修繕
山口県 下松市 一般県道獺越下松線 大代橋 橋梁 修繕
山口県 下松市 一般県道獺越下松線 第一切山橋 橋梁 修繕
山口県 岩国市 一般国道１８７号 下の原橋 橋梁 修繕
山口県 岩国市 一般国道１８７号 荒瀬橋 橋梁 修繕
山口県 岩国市 一般国道１８７号 松ヶ原橋 橋梁 修繕
山口県 下関市 一般国道１９１号 津波敷橋 橋梁 修繕
山口県 萩市 一般国道２６２号 佐々並大橋 橋梁 修繕
山口県 周南市 一般国道３１５号 栄谷橋 橋梁 修繕
山口県 岩国市 一般国道４３４号 宇佐川3号橋 橋梁 修繕
山口県 岩国市 一般国道４３４号 新出市橋 橋梁 修繕
山口県 岩国市 一般国道４３４号 新出市橋側道橋 橋梁 修繕
山口県 岩国市 一般国道４３４号 深川B橋 橋梁 修繕
山口県 岩国市 一般国道４３４号 宇佐橋 橋梁 修繕
山口県 岩国市 一般国道４３４号 宇佐大橋 橋梁 修繕
山口県 岩国市 一般国道４３４号 広瀬新橋 橋梁 修繕
山口県 岩国市 一般国道４３４号 小山田橋 橋梁 修繕
山口県 岩国市 一般国道４３４号 新恩報谷橋 橋梁 修繕
山口県 岩国市 一般国道４３４号 樋尾橋 橋梁 修繕
山口県 美祢市 一般国道４３５号 上曽原橋 橋梁 修繕
山口県 美祢市 一般国道４３５号 清水橋 橋梁 修繕
山口県 美祢市 一般国道４３５号 下曽原橋 橋梁 修繕
山口県 下関市 主要地方道粟野二見線 辻堂橋 橋梁 修繕
山口県 山口市 主要地方道宇部防府線 周防大橋 橋梁 修繕
山口県 萩市 主要地方道益田阿武線 千匹橋 橋梁 修繕
山口県 下関市 主要地方道下関長門線 滝橋 橋梁 修繕
山口県 長門市 主要地方道下関長門線 湯本大橋 橋梁 修繕
山口県 長門市 主要地方道下関長門線 湯本大橋側道橋 橋梁 修繕
山口県 上関町 主要地方道光上関線 上関大橋 橋梁 修繕
山口県 長門市 主要地方道小郡三隅線 畑橋 橋梁 修繕
山口県 岩国市 主要地方道徳山本郷線 波野橋 橋梁 修繕
山口県 萩市 主要地方道萩三隅線 橋本橋 橋梁 修繕
山口県 防府市 主要地方道防府停車場線 新橋上り 橋梁 修繕

山口県トンネル長寿命化修繕計画
山口県 周南市 一般県道三瀬川下松線 温見トンネル トンネル 修繕
山口県 萩市 一般県道萩長門峡線 長門峡隧道 トンネル 修繕
山口県 萩市 一般県道萩長門峡線 湯之瀬隧道 トンネル 修繕
山口県 下関市 一般県道福浦港金比羅線 金比羅トンネル トンネル 修繕
山口県 岩国市 国道187号 稗原第１隧道 トンネル 修繕
山口県 岩国市 国道187号 稗原隧道 トンネル 修繕
山口県 下関市 国道191号 津波敷隧道 トンネル 修繕
山口県 美祢市 国道316号 美祢隧道 トンネル 修繕
山口県 周南市 国道376号 大道理トンネル トンネル 修繕
山口県 周南市 国道489号 津浦ヶ峠トンネル トンネル 修繕
山口県 周南市 主要地方道下松鹿野線 米川トンネル トンネル 修繕
山口県 岩国市 主要地方道岩国玖珂線 柱野トンネル トンネル 修繕
山口県 岩国市 主要地方道岩国佐伯線 森ヶ原トンネル トンネル 修繕
山口県 萩市 主要地方道山口福栄須佐線 高瀬トンネル トンネル 修繕



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
山口県

事業主体名 市町村名 路線名 構造物名 構造物種別 事業種別

山口県 防府市 主要地方道防府環状線 茶臼山隧道 トンネル 修繕
山口県 防府市 主要地方道防府環状線 中関トンネル トンネル 修繕
山口県 防府市 主要地方道防府環状線 富海トンネル トンネル 修繕
山口県 岩国市 主要地方道柳井周東線 中山トンネル トンネル 修繕

山口県道路附属物等長寿命化修繕計画
山口県 宇部市 宇部（停）線 串横断歩道橋 道路附属物等 修繕
山口県 宇部市 宇部空港線 大沢西横断歩道橋 道路附属物等 修繕
山口県 下関市 下関港線 椋野（2）地下道 道路附属物等 修繕
山口県 柳井市 光上関線 佐賀横断歩道橋 道路附属物等 修繕
山口県 下関市 南風泊港線 彦島本村横断歩道橋 道路附属物等 修繕
山口県 宇部市 山口宇部線 大沢西地下道 道路附属物等 修繕
山口県 山口市 山口防府線 大内横断歩道橋 道路附属物等 修繕
山口県 美祢市 一般県道秋吉台公園線 秋吉カルバート 道路附属物等 修繕
山口県 下関市 一般県道南風泊港線 彦島本町地下道 道路附属物等 修繕
山口県 防府市 一般国道262号 中塚地下道 道路附属物等 修繕
山口県 防府市 県道防府環状線 鶴浜パイプカルバート 道路附属物等 修繕

防府市橋梁長寿命化修繕計画
防府市 防府市 岡条大原線 大原橋 橋梁 修繕
防府市 防府市 沖今宿大内田線 江崎第１橋 橋梁 修繕
防府市 防府市 宮ノ馬場沖ノ下線 久井京橋 橋梁 修繕
防府市 防府市 古祖原二号線 無名橋 橋梁 修繕
防府市 防府市 戸田山二号線 無名橋 橋梁 修繕
防府市 防府市 五ノ割小島線 無名橋 橋梁 修繕
防府市 防府市 高倉古祖原線 無名橋２ 橋梁 修繕
防府市 防府市 坂本一号線 無名橋２ 橋梁 修繕
防府市 防府市 坂本江泊線 前町橋 橋梁 修繕
防府市 防府市 晒石お茶屋町線 一の馬切橋 橋梁 修繕
防府市 防府市 三田尻寺開作線 上地三筋第１橋 橋梁 修繕
防府市 防府市 女山開作二号線 無名橋２ 橋梁 修繕
防府市 防府市 昭和橋林線 井尻橋 橋梁 修繕
防府市 防府市 新開作東線 十二割第２橋 橋梁 修繕
防府市 防府市 新橋古祖原線 前原橋 橋梁 修繕
防府市 防府市 新橋中関線 無名橋２ 橋梁 修繕
防府市 防府市 新町畑線 上砂子田橋 橋梁 修繕
防府市 防府市 新田古浜線 無名橋 橋梁 修繕
防府市 防府市 新道古谷河内線 無名橋１ 橋梁 修繕
防府市 防府市 神里上河原線 無名橋 橋梁 修繕
防府市 防府市 神里上河原線 無名橋 橋梁 修繕
防府市 防府市 西佐波三号線 無名橋 橋梁 修繕
防府市 防府市 西佐波四号線 無名橋１ 橋梁 修繕
防府市 防府市 八王子千日町線 上徳第１橋 橋梁 修繕
防府市 防府市 八王子千日町線 上徳第２橋 橋梁 修繕
防府市 防府市 樋渡本畑線 樋渡橋 橋梁 修繕
防府市 防府市 野地塩屋原線 無名橋 橋梁 修繕



山 口 県

水管理・国土保全局



令和３年度補正予算　河川事業（直轄・山口県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

小瀬川 小瀬川 一般河川改修事業 180　 岩国市
いわくに　し

佐波川 佐波川 一般河川改修事業 520　 防府市
ほ う ふ し

小瀬川 小瀬川 河川維持修繕事業 69　 岩国市
いわくにし

～河口
かこう

佐波川 佐波川 河川維持修繕事業 340　 山口
やまぐち

市
し

～河口
かこう

（※）事業費は、複数都府県に施工箇所が存在する場合、その合計額を記載している。



令和３年度補正予算　河川事業（補助・山口県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

南若川 南若川 大規模特定河川事業 90　 山口市
や ま ぐ ち し



山口県

　令和３年度補正予算直轄ダム事業
（単位：百万円）

事業費は共同費である。

※工事諸費等を除く

堰堤維持事業 小瀬川弥栄ダム 10

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備　　　　　考



山口県

　令和３年度補正予算補助ダム事業
（単位：百万円） 

国庫補助基本額

（事業費）

上段（　　　）書きは共同費、

下段は公共費である。

( 702)

河川整備事業費 699 

　河川総合開発事業費補助

( 702)

　　建 設 工 事 699 

( 542)

平瀬ダム 540 

( 160)

大河内川ダム 159 

事項 ダム名 備　　　　考



砂防
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

事業間連携 しまたがわ すどおりひがしかわ いわくにし しゅうとうまちしもすどおり さぼうえんていこう

砂防等事業 島田川 須通東川 岩国市 周東町下須通 砂防堰堤工 14
しまたがわ しんぞうたにがわ いわくにし しゅうとうまちにしながの ぶんさんたいせきこう

島田川 新造谷川 岩国市 周東町西長野 分散堆積工 96
そのた みずかみなみがわさわ しゅうなんし とくやま さぼうえんていこう

その他 水上南側沢 周南市 徳山 砂防堰堤工 30
ひらたがわ おくさこがわ くだまつし おくさこ さぼうえんていこう

平田川 奥迫川 下松市 奥迫 砂防堰堤工 30
あさがわ はぎわらきたしもがわ みねし おふくちょうしも さぼうえんていこう

厚狭川 萩原北下川 美祢市 於福町下 砂防堰堤工 30
あきらぎがわ うしぢ１かわ はぎし あきらぎ さぼうえんていこう

明木川 牛地１川 萩市 明木 砂防堰堤工 20

６箇所 220

令和３年度補正予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（山口県　1/2）

合計

事業区分 所在地水系名 渓流名



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 すがわ いわくにし にしきまちすがわ はいどこう

砂防等事業 須川 岩国市 錦町須川 排土工 115

１箇所 115合計

令和３年度補正予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（山口県　2/2）

事業区分 水系名 箇所名 所在地



山　口　県

都市局



令和３年度　補正予算配分

一般会計　（組織）国土交通本省　 山口県

（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 今回内示額 改内示額 摘　　要

1/2, 10,000 1,392,000 1,402,000

下関市 下関市 継続 下関運動公園周辺地区 4.5/10 4,500 696,000 700,500 ５か年加速化対策分

441,000 42,000 483,000

山口市 山口市 継続 中園町周辺地区 1/2 220,500 21,000 241,500

216,000 4,000 220,000

山口市 山口市 継続 湯田温泉周辺地区 1/2 108,000 2,000 110,000

667,000 1,438,000 2,105,000

合計 333,000 719,000 1,052,000

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:山口県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名(箇所) 事業費 備考

補助事業

無電柱化推進計画事業 山口県 山口県無電柱化推進計画事業 90
(一)新下関停車場線(秋根本町工区)〔下関市〕、(一)田倉新下
関停車場線(秋根本町工区)〔下関市〕

無電柱化推進計画事業 山口市 山口県無電柱化推進計画事業 60 (市)矢足新山口駅線

※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

山口県

山口県

山口県国際拠点港湾 徳 山 下 松 山 口 県 小 計 1,216 1,216

山口県 直 轄 1,216 1,216

山口県

山口県 下 関 下 関 市 小 計 140 140

山口県 直 轄 40 40

山口県 補 助 100 100

山口県

山口県重 要 港 湾 岩 国 山 口 県 小 計 400 400

山口県 直 轄 400 400

山口県

山口県 宇 部 山 口 県 小 計 240 240

山口県 直 轄 240 240

山口県

山口県地 方 港 湾 油 谷 山 口 県 小 計 75 75 避難港

山口県 直 轄 75 75 避難港

山口県

1,756 315 2,071合　　　　計

港湾管理者

令 和 ３ 年 度 補 正 予 算

摘　　要

事業区分
事　　業　　費

山 口 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)

単年度支出 ゼロ国債 合　計

高 潮 対 策 下 関 下 関 市 小 計 1,074 1,074

直 轄 1,074 1,074

1,074 1,074合　　　　計

海岸管理者

令 和 ３ 年 度 補 正 予 算

摘　　要

事 業 区 分

山 口 県

令 和 ３ 年 度　 海 岸 事 業 予 算

事 業 種 別 海 岸 名
事　　業　　費
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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　社会資本整備総合交付金の配分（加速化対策分）

（山口県）
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

地域を支えるやまぐちのみちづ
くり

山口県,下関市,下松市,周南市,阿武町,宇部
市,岩国市,山口市,山陽小野田市,周防大島
町,上関町,長門市,萩市,防府市,美祢市

101,000 

101,000 

※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



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）

（山口県）
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

人々のいのちを守るやまぐちの
みちづくり（防災・安全）

山口県,周南市,山口市,阿武町,宇部市,下関
市,岩国市,山陽小野田市,周防大島町,長門
市,田布施町,萩市,美祢市,平生町,防府市,
柳井市,光市

1,101,804 

子どもたちの未来を守るやまぐ
ちのみちづくり（防災・安全）

山口県,柳井市,下松市,防府市,下関市,宇部
市,山陽小野田市,周南市,田布施町,萩市,美
祢市

138,875 

災害に備えるやまぐちのみちづ
くり（国土強靭化・防災・安
全）

山口県,防府市 33,110 

山口県における海上輸送機能の
確保に資する安心・安全なみな
とづくり（防災・安全）（重
点）

山口県 10,000 

山口県における総合的な水の安
全・安心基盤整備の推進（防
災・安全）

山口県,山口市,周南市,萩市,光市,宇部市,
山陽小野田市,下松市,下関市,長門市,柳井
市,田布施町,平生町,阿武町,美祢市,防府
市,周防大島町

1,827,075 

山口県における総合的な土砂災
害対策の推進（防災・安全）

山口県 193,315 

安心して暮らすための山口県流
域下水道における老朽化対策の
推進（防災・安全）

山口県 20,000 

山口県沿岸地域における総合的
な津波・高潮・老朽化対策の推
進（防災・安全）

山口県,岩国市 29,000 

安全で安心して利用できる山口
県の都市公園の整備（防災・安
全）

山口県 45,000 

山口県宅地耐震化推進事業（第
Ⅰ期）（防災・安全）

山口県,宇部市,山陽小野田市,田布施町,下
関市,山口市,萩市,防府市,光市,周南市

21,134 

人と自然にやさしく安全で安心
して暮らせる下関市の実現（防
災・安全）

下関市 19,000 

山陽地区高潮対策の推進（防
災・安全）

下関市 60,000 



（山口県）
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

安全安心で快適に利用できる都
市公園整備の推進（防災・安
全）

下関市 66,650 

市民が安心安全で元気になれる
宇部市の実現

宇部市 160,000 

安心・安全な暮らしのできる山
口市の実現（防災・安全）

山口市 54,000 

萩市における快適な生活環境の
推進（防災・安全）

萩市 81,000 

星ふるまち下松の水環境向上計
画（防災・安全）

下松市 90,000 

岩国地域における下水道施設の
防災対策を推進（防災・安全）

岩国市 20,000 

長門市における水の安全・安心
の実現（防災・安全）

長門市 110,000 

安心して安全で快適に暮らせる
柳井市の実現（防災・安全）

柳井市 5,600 

周南市における安心安全を実感
できる水環境の実現（防災・安
全）

周南市 10,000 

山陽小野田市における誰もが安
心で快適に暮らせるまちづくり
の実現（防災・安全）

山陽小野田市 44,000 

安全で安心して暮らせる住みよ
いまち田布施町の実現（防災・
安全）（重点計画）

田布施町 10,000 

4,149,563 

※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）

（山口県）
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

地域を支えるやまぐちのみちづ
くり

山口県,下関市,下松市,周南市,阿武町,宇部
市,岩国市,山口市,山陽小野田市,周防大島
町,上関町,長門市,萩市,防府市,美祢市

80,800 

産業を支えるやまぐちのみちづ
くり

山口県,山口市 55,550 

136,350 

※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）

（山口県）
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

子どもたちの未来を守るやまぐ
ちのみちづくり（防災・安全）

山口県,柳井市,下松市,防府市,下関市,宇部
市,山陽小野田市,周南市,田布施町,萩市,美
祢市

11,110 

11,110 

※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


