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令和４年度　第２次補正予算　箇所表

種　　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年１２月１日現在で作成

所　 　 管：国土交通省

都道府県名：福島県 (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6号 いわき市 勿来バイパス 647

改築 国道13号 福島市 福島西道路（Ⅱ期） 1,330

改築 国道121号 下郷町 湯野上バイパス 200

路線名 備考



令和４年度　第２次補正予算　箇所表

種　　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年１２月１日現在で作成

所　 　 管：国土交通省

都道府県名：福島県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

交通安全 国道4号 白河市～郡山市 福島4号交通安全対策 90

交通安全 国道49号
平田村～
会津若松市

福島49号交通安全対策 165

備考路線名



令和４年度　第２次補正予算　箇所表

種　　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年１２月１日現在で作成

所　 　 管：国土交通省

都道府県名：福島県 (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4号 福島市 福島4号電線共同溝 90 松山町地区電線共同溝 90

路線名 備考



令和４年度　第２次補正予算　箇所表

種　　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年１２月１日現在で作成

所　 　 管：国土交通省

都道府県名：福島県 (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4号 西郷村～国見町 福島4号維持管理 275

維持管理 国道6号 いわき市～新地町 福島6号維持管理 26

維持管理 国道49号 いわき市～西会津町 福島49号維持管理 518

維持管理 省エネルギー化 107

路線名 備考



令和４年度　第２次補正予算　箇所表（ゼロ国債）

種　　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年１２月１日現在で作成

所　 　 管：国土交通省

都道府県名：福島県 (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6号 広野町～新地町 福島6号維持管理 150

路線名 備考



令和４年度　第２次補正予算　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年１２月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：福島県 (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121号
下郷町、南会津
町

下郷田島バイパス 175

路線名 備考



令和４年度　第２次補正予算　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年１２月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：福島県 (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 福島県 福島県無電柱化推進計画事業 153
(国)118号(錦町外)〔会津若松市〕、(国)252号(七日町)〔会
津若松市〕、(国)289号(立石)〔白河市〕、(都)腰浜町町庭
坂線〔福島市〕、(都)須賀川駅並木町線〔須賀川市〕

無電柱化推進計画事業 喜多方市 喜多方市無電柱化推進計画事業 38 (都)坂井四ツ谷線(御清水東)



令和４年度　第２次補正予算　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年１２月１日現在で作成

所　 　 管：国土交通省

都道府県名：福島県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 整備地区名 事業主体 事業費

補助事業

交通安全対策（地区内連携） 白河市 七番町地区 福島県 90

交通安全対策（地区内連携） 塙町 上町地区 福島県 29

備考



令和４年度　第２次補正予算　箇所表

種　　  別：補助事業 ※市町村名は、令和４年１２月１日現在で作成 

所　　  管：国土交通省

都道府県名：福島県 (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

交通安全対策（通学路緊急対策） 福島県 福島県通学路緊急対策推進計画 425
湊小学校、河東学園、宮川小学校、泉崎第二小学
校、只見小学校、南郷小学校、上真野小学校、塙小
学校、矢祭小学校、檜枝岐小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 福島市 福島県福島市通学路緊急対策推進計画 10 笹谷小学校、清明小学校、福島第三小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 会津若松市 福島県会津若松市通学路緊急対策推進計画 6 鶴城小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 塙町 福島県塙町通学路緊急対策推進計画 43 塙小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 玉川村 福島県玉川村通学路緊急対策推進計画 5 玉川第一小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 浅川町 福島県浅川町通学路緊急対策推進計画 34 浅川小学校



令和４年度　第２次補正予算　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年１２月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：福島県 (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 福島県 橋梁長寿命化修繕計画 1,148 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 福島県 トンネル長寿命化修繕計画 128 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 福島県 道路附属物等長寿命化修繕計画 265 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 郡山市 橋梁長寿命化修繕計画 84 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 白河市 橋梁長寿命化修繕計画 75 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 須賀川市 橋梁長寿命化修繕計画 49 内訳は別紙参照



令和４年度　第２次補正予算　箇所表 別紙

※市町村名は、令和４年１２月１日現在で作成
福島県

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

福島県橋梁長寿命化修繕計画
福島県 福島市 福島飯坂線 小川橋 橋梁 修繕
福島県 福島市 国見福島線 幸橋 橋梁 修繕
福島県 福島市 国道１１５号 背戸の沢橋 橋梁 修繕
福島県 二本松市 国道459号 堂内橋 橋梁 修繕
福島県 二本松市 飯野三春石川線 本町橋 橋梁 修繕
福島県 二本松市 飯野三春石川線 不動瀧橋 橋梁 修繕
福島県 二本松市 原町二本松線 中森橋 橋梁 修繕
福島県 本宮市 本宮熱海線 青田原橋 橋梁 修繕
福島県 本宮市 本宮岩代線 除石橋 橋梁 修繕
福島県 白河市 白坂関辺線 宮下橋 橋梁 修繕
福島県 矢吹町 須賀川矢吹線 白山橋 橋梁 修繕
福島県 白河市 社田浅川線 上久保田橋 橋梁 修繕
福島県 会津若松市 国道４０１号 高田橋 橋梁 修繕
福島県 会津若松市 会津若松三島線 蟹川橋 橋梁 修繕
福島県 喜多方市 国道121号 西沢橋 橋梁 修繕
福島県 南会津町 国道１２１号 楢木橋 橋梁 修繕
福島県 下郷町 高陦田島線 薮坂橋 橋梁 修繕
福島県 下郷町 高陦田島線 隈川橋 橋梁 修繕
福島県 下郷町 高陦田島線 沢ノ入橋 橋梁 修繕
福島県 下郷町 高陦田島線 観音橋 橋梁 修繕
福島県 下郷町 高陦田島線 明治橋 橋梁 修繕
福島県 下郷町 高陦田島線 田沢橋 橋梁 修繕
福島県 南会津町 高陦田島線 水無川橋 橋梁 修繕
福島県 下郷町 落合豊成線 八幡橋 橋梁 修繕
福島県 南会津町 向山会津長野停車場線 長野橋 橋梁 修繕
福島県 南会津町 黒磯田島線 羽子沢橋 橋梁 修繕
福島県 南会津町 黒磯田島線 釜沢橋 橋梁 修繕
福島県 南会津町 黒磯田島線 男鹿橋 橋梁 修繕
福島県 南会津町 黒磯田島線 押切目橋 橋梁 修繕
福島県 南会津町 黒磯田島線 大橋 橋梁 修繕
福島県 南会津町 黒磯田島線 浅布橋 橋梁 修繕
福島県 南会津町 黒磯田島線 宮下橋 橋梁 修繕
福島県 南会津町 黒磯田島線 文通橋 橋梁 修繕
福島県 下郷町 湯ノ上会津高田線 権見橋 橋梁 修繕
福島県 只見町 国道252号 沼田橋 橋梁 修繕
福島県 南会津町 国道352号 井桁橋 橋梁 修繕
福島県 南会津町 国道352号 赤岩橋 橋梁 修繕
福島県 南会津町 国道352号 大久保橋 橋梁 修繕
福島県 南会津町 国道352号 長道橋 橋梁 修繕
福島県 南会津町 国道352号 保太橋 橋梁 修繕
福島県 南会津町 国道352号 蟹沢橋 橋梁 修繕
福島県 只見町 国道252号 桑沢橋 橋梁 修繕
福島県 只見町 国道252号 大赤沢橋 橋梁 修繕
福島県 檜枝岐村 国道352号 上米子橋 橋梁 修繕
福島県 檜枝岐村 国道352号 第４七入カルバート 橋梁 修繕
福島県 檜枝岐村 国道352号 第５七入カルバート 橋梁 修繕
福島県 檜枝岐村 国道352号 広沢橋 橋梁 修繕
福島県 只見町 小林会津宮下(停)線 外出橋 橋梁 修繕
福島県 只見町 小林会津宮下(停)線 夏渡戸橋 橋梁 修繕
福島県 只見町 小林会津宮下(停)線 菅根橋 橋梁 修繕
福島県 只見町 小林会津宮下(停)線 浮島橋 橋梁 修繕
福島県 只見町 小林会津宮下(停)線 太田橋 橋梁 修繕
福島県 只見町 小林会津宮下(停)線 夕沢橋 橋梁 修繕
福島県 只見町 小林会津宮下(停)線 道行橋 橋梁 修繕
福島県 只見町 小林会津宮下(停)線 吉尾橋 橋梁 修繕
福島県 只見町 小林舘の川線 黒沢橋 橋梁 修繕
福島県 いわき市 川前停車場上三坂線 川前橋 橋梁 修繕
福島県 いわき市 いわき石川線 度京橋 橋梁 修繕
福島県 いわき市 常磐勿来線 錦橋側道橋 橋梁 修繕
福島県 いわき市 国道２８９号 関田沖橋ボックスカルバート 橋梁 修繕
福島県 いわき市 常磐勿来線 竹ノ花橋 橋梁 修繕
福島県 いわき市 国道２８９号 三沢橋 橋梁 修繕
福島県 福島市 霊山松川線 松川跨道橋 橋梁 修繕
福島県 福島市 松川停車場線戸ノ内線 沼袋こ道橋 橋梁 修繕



令和４年度　第２次補正予算　箇所表 別紙

※市町村名は、令和４年１２月１日現在で作成
福島県

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

福島県 郡山市 郡山大越線 逢瀬川橋 橋梁 修繕
福島県 郡山市 本宮熱海線 二ツ橋 橋梁 修繕
福島県 天栄村 国道118号 経塚橋 橋梁 修繕
福島県 白河市 母畑白河線 北ノ内１号橋 橋梁 修繕
福島県 西郷村 白坂停車場小田倉線 上野原橋 橋梁 修繕
福島県 喜多方市 国道121号 飯森沢橋 橋梁 修繕
福島県 南会津町 国道２８９号 沢口橋 橋梁 修繕
福島県 南会津町 国道352号 鳥井戸橋 橋梁 修繕
福島県 相馬市 国道115号 相馬跨線橋 橋梁 修繕
福島県 川内村 下川内竜田停車場線 東西橋 橋梁 修繕
福島県 川内村 国道399号 遠山橋 橋梁 修繕
福島県 富岡町 いわき浪江線 麓山大橋 橋梁 修繕
福島県 富岡町 いわき浪江線 加倉江筋橋 橋梁 修繕
福島県 葛尾村 浪江三春線 広谷橋 橋梁 修繕
福島県 葛尾村 浪江三春線 第2野行橋 橋梁 修繕
福島県 葛尾村 浪江三春線 地蔵前橋 橋梁 修繕
福島県 浪江町 長塚請戸浪江線 川原橋 橋梁 修繕
福島県 大熊町 広野小高線 喰津沢橋 橋梁 修繕
福島県 大熊町 いわき石川線 野上橋 橋梁 修繕
福島県 いわき市 泉岩間植田線 宝珠院橋 橋梁 修繕
福島県 いわき市 常磐勿来線 錦橋 橋梁 修繕
福島県 いわき市 ２８９号 下大野１号橋 橋梁 修繕
福島県 いわき市 ２８９号 朝日橋 橋梁 修繕
福島県 いわき市 勿来浅川線 切通橋 橋梁 修繕
福島県 いわき市 旅人勿来線 余木田橋 橋梁 修繕
福島県 いわき市 勿来浅川線 水界橋 橋梁 修繕
福島県 いわき市 いわき上三坂小野線 金子平橋 橋梁 修繕
福島県 いわき市 才鉢前山線 中沢橋 橋梁 修繕

福島県トンネル長寿命化修繕計画
福島県 下郷町 国道118号 下郷ﾄﾝﾈﾙ トンネル 修繕
福島県 南会津町 国道289号 駒止トンネル トンネル 修繕
福島県 下郷町 国道118号 蝉トンネル トンネル 修繕
福島県 浪江町 (主)原町浪江線 原浪TN トンネル 修繕
福島県 川内村 (主)小野富岡線 割山TN トンネル 修繕
福島県 富岡町 (主)小野富岡線 滝川TN トンネル 修繕
福島県 浪江町 (一)落合浪江線 一の宮隧道 トンネル 修繕
福島県 浪江町 (一)落合浪江線 神鳴隧道 トンネル 修繕
福島県 浪江町 国道114号 昼曽根TN トンネル 修繕
福島県 富岡町 (主)小野富岡線 くぬぎTN トンネル 修繕
福島県 富岡町 (主)小野富岡線 けやきTN トンネル 修繕
福島県 富岡町 (主)小野富岡線 与市ヶ平TN トンネル 修繕
福島県 富岡町 (主)小野富岡線 大倉TN トンネル 修繕

福島県道路附属物等長寿命化修繕計画
福島県 福島市 国道115号 久保横断歩道橋 道路附属物等 修繕
福島県 福島市 国道115号 仲ノ内横断歩道橋 道路附属物等 修繕
福島県 福島市 国道115号 馬場横断歩道橋 道路附属物等 修繕
福島県 下郷町 国道118号 芦ノ原ｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ 道路附属物等 修繕
福島県 下郷町 国道118号 高陦ﾛｯｸｼｪｯﾄﾞ 道路附属物等 修繕
福島県 下郷町 国道121号 豊成ﾛｯｸｼｪｯﾄﾞ 道路附属物等 修繕
福島県 下郷町 国道121号 へつりﾛｯｸｼｪｯﾄﾞ 道路附属物等 修繕
福島県 下郷町 国道118号 湯野上ｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ 道路附属物等 修繕

郡山市橋梁長寿命化修繕計画
郡山市 郡山市 市道熱海五丁目二渡線 蓬橋 橋梁 修繕
郡山市 郡山市 市道久留米二丁目六丁目線 久留米跨道橋 橋梁 修繕
郡山市 郡山市 市道久留米三丁目六丁目線 大蔵檀原跨道橋 橋梁 修繕
郡山市 郡山市 市道原畑石阿弥陀線 逢瀬川橋 橋梁 修繕
郡山市 郡山市 市道西向山夕日山線 永田橋 橋梁 修繕
郡山市 郡山市 市道西向山松林線 桧沢橋 橋梁 修繕
郡山市 郡山市 市道的場西大栖線 下水上橋 橋梁 修繕
郡山市 郡山市 市道杢田堂城前線 大橋 橋梁 修繕
郡山市 郡山市 市道久留米三丁目5号線 堀切西橋 橋梁 修繕

白河市橋梁長寿命化修繕計画
白河市 白河市 市道五斗蒔久保田線 作田橋 橋梁 修繕
白河市 白河市 市道月山東２号線 大和田橋 橋梁 修繕
白河市 白河市 市道白坂前線 芦の口橋 橋梁 修繕



令和４年度　第２次補正予算　箇所表 別紙

※市町村名は、令和４年１２月１日現在で作成
福島県

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

白河市 白河市 市道野寺前寺平線 鍛冶橋 橋梁 修繕
白河市 白河市 市道北田堂山線 北田橋 橋梁 修繕

須賀川市橋梁長寿命化修繕計画
須賀川市 須賀川市 市道4105号線 赤城下橋 橋梁 修繕
須賀川市 須賀川市 市道Ⅰ-38号線 江花川橋 橋梁 修繕
須賀川市 須賀川市 市道8771号線 天神橋 橋梁 修繕
須賀川市 須賀川市 市道8847号線 久保橋 橋梁 修繕
須賀川市 須賀川市 市道Ⅱ-47号線 下古舘橋 橋梁 修繕
須賀川市 須賀川市 市道9201号線 河原橋 橋梁 修繕
須賀川市 須賀川市 市道9355号線 梅田橋 橋梁 修繕



福 島 県

水管理・国土保全局



令和４年度補正予算　河川事業（直轄・福島県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費

阿武隈川 阿武隈川上流 一般河川改修事業 78 

阿賀野川 阿賀川 一般河川改修事業 290 
きたかたし

喜多方市

阿武隈川 阿武隈川上流 河川維持修繕事業 263 
や ぶ き ま ち たまかわむら だ て し

矢吹町、玉川村～伊達市

阿賀野川 阿賀川 河川維持修繕事業 209 
あいづ みさとまち あいづ わかまつし きたかたし あいづ ばんげ まち

会津美里町、会津若松市～喜多方市、会津坂下町

・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

備　　　　　考



令和４年度補正予算　河川事業（補助・福島県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

阿武隈川 逢瀬川（上流） 事業間連携河川事業 190　 郡山市
こおりやまし

阿武隈川 濁川 大規模特定河川事業 400　 福島市
ふ く し ま し

阿武隈川 塩野川 大規模特定河川事業 60　 伊達市
だ て し

阿武隈川 滝川 大規模特定河川事業 220　 伊達市
だ て し

、国見町
く にみまち

阿武隈川 佐久間川 大規模特定河川事業 60　 桑折町
こ お りま ち

阿武隈川 谷田川 大規模特定河川事業 500　 郡山市
こおりやまし

阿賀野川 只見川 大規模特定河川事業 50　 金山町
かねやままち

阿武隈川　外 藤田川　外 河川メンテナンス事業 3,500　 ※個別施設については、別紙参照

・上記箇所は全て防災・減災、国土強靭化のための５か年加速化対策



令和４年度補正予算　河川メンテナンス事業（補助・福島県）

※点検及び計画策定のみの箇所は記載していない。

別　　　紙

実施主体 市町村名 水系名 河川名 施設名 備　　　　　考

福島県

福島市
ふ く し ま し

、郡山市
こおりやまし

、

白河市
しらかわし

、須賀川
すかがわし

市、二本松市
に ほ ん ま つ し

、田
た

村市
む ら し

、伊達市
だ て し

、本
もと

宮市
み や し

、桑折町
こ お りま ち

、国
くに

見町
み ま ち

、川俣町
かわまたまち

、大
お

玉村
おたまむら

、鏡石町
かがみいしまち

、天
て

栄村
んえいむら

、西郷村
にしごうむら

、泉
い

崎村
ずみざきむら

、中島村
なかじまむら

、矢
や

吹町
ぶきまち

、棚倉町
たなぐらまち

、石
いし

川町
かわまち

、玉川村
たまかわむら

、平
ひら

田村
た む ら

、浅川町
あさかわまち

、三
み

春町
はるまち

阿武隈川 藤田川　外 護岸工（左岸）　等

応急対策事業



令和４年度補正予算　河川メンテナンス事業（補助・福島県）

※点検及び計画策定のみの箇所は記載していない。

別　　　紙

実施主体 市町村名 水系名 河川名 施設名 備　　　　　考

福島県
棚倉町
たなぐらまち

、矢祭町
やまつりまち

、

塙町
はなわまち

、鮫川村
さめがわむら

久慈川 久慈川　外 中開津1号樋門　等

福島県

会津若松市
あいづわかまつし

、郡
こお

山市
りやまし

、喜多方市
き た か た し

、

天栄村
てんえいむら

、下郷町
しもごうまち

、

檜枝岐村
ひのえまたむら

、只見
た だみ

町
まち

、南会津町
みなみあいづちょう

、北
きた

塩原村
しおばらむら

、西会津
にしあいづま

町
ち

、磐梯町
ばんだいまち

、猪苗
いなわし

代町
ろ ま ち

、会津坂下
あいづばんげま

町
ち

、湯川村
ゆかわむら

、柳津
やない

町
づまち

、三島町
みしままち

、金山
かねや

町
ままち

、昭和村
しょうわむら

、会津
あいづ

美里町
みさとまち

阿賀野川 宮川　外 護岸工（左岸）　等



令和４年度補正予算　河川メンテナンス事業（補助・福島県）

※点検及び計画策定のみの箇所は記載していない。

別　　　紙

実施主体 市町村名 水系名 河川名 施設名 備　　　　　考

福島県 南相馬市
みなみそうまし

真野川 真野川　外 寺内樋門　等

福島県 双葉町
ふたばまち

前田川 前田川　外 富沢樋門　等

福島県 浪江町
なみえまち

請戸川 請戸川　外 高瀬川樋門　等

福島県 川内
かわうち

村
むら

木戸川 木戸川　外 原樋門　等

福島県 いわき市
し

夏井川 好間川　外 小谷作１号樋門　等

福島県 いわき市
し

藤原川 矢田川　外 護岸工（左岸）　等

福島県 いわき市
し

滑津川 滑津川　外 護岸工（左岸）　等

福島県 いわき市
し

、古殿町
ふるどのまち

鮫川 渋川　外 護岸工（左岸）　等

福島県 いわき市
し

蛭田川 蛭田川　外 関根樋門　等



福島県

　令和４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 阿武隈川三春ダム 32

阿賀野川大川ダム 86

・上記は全て防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備　　　　　考



福島県

　令和４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。

( 600)

河川整備事業費 600 

　治水ダム等建設事業費補助

( 600)

　　建 設 工 事 600 

( 600)

千五沢ダム再開発 600 

・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

事項 ダム名 備　　　　考



令和４年度補正予算　ダムメンテナンス事業（補助・福島県）

（単位：百万円）

事業種別 市町村名 事業費 備　　　　　考

ダムメンテナンス事業 いわき市、会津若松市、小野町 133 ※個別施設については、別紙参照

・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４年度補正予算　ダムメンテナンス事業（補助・福島県）

別　　　紙

実施主体 市町村名 水系名 河川名 ダム名

いわき市 鮫川 四時川 四時ダム

会津若松市 阿賀野川 湯川 東山ダム

小野町 夏井川 黒森川 こまちダム

福島県



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

あらかわ あらかわだい１０さぼうえんてい

福島河川国道 火山砂防 阿武隈川 荒川 荒川 荒川第１０砂防堰堤 福島市 土湯温泉町 砂防堰堤工 285

合計 1 箇所 285
・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４年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（福島県　１／１）

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４年度　　直轄地すべり対策事業箇所別調書（補正）（福島県 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）

たきさか

阿賀野川河川 地すべり対策 滝坂 耶麻郡 西会津町 豊洲 排水トンネル工 50

１箇所 50
・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

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 ながさわ

砂防等事業 久慈川 長沢 東白川郡 棚倉町 八槻 砂防堰堤工 50

1箇所 50
・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４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（福島県　1/4）

事業区分 水系名 渓流名 所在地

合計



工種 事業費 備考
市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

砂防メンテナンス ひだまがわ

事業 阿賀野川外 氷玉川外 大沼郡外 会津美里町外 氷玉外 老朽化対策 601

1箇所 601
・急傾斜の事業費は補助基本額である

・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

合計

令和４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（福島県　2/4）

事業区分 水系名
渓流名
箇所名

所在地



施設名 構造物種別 事業種別

たかしみず

福島県 福島市 高清水　外 高清水地区地すべり防止施設　等 アンカー工　等 修繕　等
ささはらがわ

郡山市 笹原川　外 笹原川渓流保全工　等 渓流保全工　等 修繕　等
おおり

いわき市 大利　外 大利地区地すべり防止施設　等 横ボーリング工　等 修繕　等
よないはた

喜多方市 与内畑 与内畑地区地すべり防止施設 横ボーリング工 修繕
よこかわ

相馬市 横川 横川砂防堰堤 砂防堰堤工 修繕
にしさわ

伊達市 西沢 西沢砂防堰堤 砂防堰堤工 修繕
まえかわ

南相馬市 前川 前川砂防堰堤 砂防堰堤工 修繕
かみなりたさわ

桑折町 上成田沢 上成田沢砂防堰堤 砂防堰堤工 修繕
たきかわ

国見町 滝川 滝川砂防堰堤 砂防堰堤工 修繕
みずぬき

下郷町 水抜 水抜地区地すべり防止施設 横ボーリング工 修繕
うきしま

只見町 浮島 浮島地区地すべり防止施設 横ボーリング工 修繕
くりゅうさわ

南会津町 栗生沢　外 栗生沢砂防堰堤　等 砂防堰堤工　等 修繕　等
しもかわまえ

北塩原村 下川前 下川前地区地すべり防止施設 横ボーリング工 修繕

令和４年度　補正予算　砂防メンテナンス事業箇所表（福島県　3/4）

事業主体名 市町村名
渓流名
箇所名



施設名 構造物種別 事業種別

はせがわ

福島県 西会津町 長谷川 長谷川砂防堰堤 砂防堰堤工 改築
だんのうら

柳津町 檀ノ浦　外 檀ノ浦地区地すべり防止施設　等 アンカー工　等 修繕　等
こまなかせ

三島町 駒成瀬 駒成瀬地区地すべり防止施設 横ボーリング工 修繕
ゆのうえ

金山町 湯の上 湯の上地区地すべり防止施設 横ボーリング工 修繕
ひだまがわ

会津美里町 氷玉川　外 氷玉川渓流保全工　等 渓流保全工　等 修繕　等
とみおか

棚倉町 富岡　外 富岡地区地すべり防止施設　等 横ボーリング工　等 修繕　等
すみがま

塙町 炭釜　外 炭釜地区地すべり防止施設　等 横ボーリング工　等 修繕
かみながた

平田村 上永田 上永田地区地すべり防止施設 横ボーリング工 修繕
ばばさわがわ

古殿町 馬場沢川 馬場沢川砂防堰堤 砂防堰堤工 改築

令和４年度　補正予算　砂防メンテナンス事業箇所表（福島県　4/4）

事業主体名 市町村名
渓流名
箇所名



福島県 （単位：百万円）

海岸メンテナンス事業 いわき海岸 いわき市
し

20 ※個別内容については、別紙参照

福島県　計 20

・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

事　業　名 海岸名 市町村名 事業費 備考

令和４年度補正　配分予算
（水管理・国土保全局海岸室所管　補助海岸事業）



令和４年度補正予算　海岸メンテナンス事業（補助・福島県）

※点検及び計画策定のみの箇所は記載していない。

別　　　紙

都道府県 市町村名 海岸名 内容 備　　　　　考

福島県 いわき市 いわき海岸 護岸



令和４年度第2次補正予算　下水道事業

都道府県名：福島県 （単位：千円）

事業名 事業主体 事業種別 事業費 国費
1 2 3 4 5

いわき市下水汚泥等利活用事業 いわき市 民間活力イノベーション推進下水道事業 2,255,029 1,240,266

1 1 1
1 計 2,255,029 1,240,266
1 1 1



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

まえかわ まえかわだい１さぼうえんてい（さがん）

福島河川国道 火山砂防 阿武隈川 松川 前川 前川第１砂防堰堤（左岸） 福島市 大笹生 砂防堰堤工 50
ふどうさわ ふどうさわだい２さぼうえんてい

阿武隈川 須川 不動沢 不動沢第２砂防堰堤 福島市 砥石山 砂防堰堤工 100

合計 2 箇所 150

事業費
（百万円）

備　考

令和４年度　直轄砂防事業箇所別調書（ゼロ国）（福島県　１／１）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種



福　島　県

都市局



令和４年度　第２次補正予算　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年１１月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：福島県 (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 福島県 福島県無電柱化推進計画事業 153
(国)118号(錦町外)〔会津若松市〕、(国)252号(七日町)〔会
津若松市〕、(国)289号(立石)〔白河市〕、(都)腰浜町町庭
坂線〔福島市〕、(都)須賀川駅並木町線〔須賀川市〕

無電柱化推進計画事業 喜多方市 喜多方市無電柱化推進計画事業 38 (都)坂井四ツ谷線(御清水東)

※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４年度　第２次補正予算　箇所表

種　　  別：補助事業 ※市町村名は、令和４年１１月１日現在で作成 

所　　  管：国土交通省

都道府県名：福島県 (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

交通安全対策（通学路緊急対策） 福島県 福島県通学路緊急対策推進計画 425
湊小学校、河東学園、宮川小学校、泉崎第二小学
校、只見小学校、南郷小学校、上真野小学校、塙小
学校、矢祭小学校、檜枝岐小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 福島市 福島県福島市通学路緊急対策推進計画 10 笹谷小学校、清明小学校、福島第三小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 会津若松市 福島県会津若松市通学路緊急対策推進計画 6 鶴城小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 塙町 福島県塙町通学路緊急対策推進計画 43 塙小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 玉川村 福島県玉川村通学路緊急対策推進計画 5 玉川第一小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 浅川町 福島県浅川町通学路緊急対策推進計画 34 浅川小学校



港 湾 局

(単位：百万円)

単年度支出 ゼロ国債 合　計
福島県
福島県
福島県重 要 港 湾 相 馬 福 島 県 小 計 300 300
福島県 直 轄 300 300
福島県
福島県 小 名 浜 福 島 県 小 計 520 520
福島県 直 轄 520 520
福島県

820 820

福 島 県

令 和 ４ 年 度　 港 湾 整 備 事 業 予 算 

合　　　　計

港　　格 港　　名 港湾管理者
令 和 ４ 年 度 第 ２ 次 補 正 予 算

摘　　要

事業区分
事　　業　　費



令和４年度　補正予算（第２次）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）

羽 田 540 照明施設整備

秋 田 441 滑走路端安全区域整備、滑走路改良

山 形 58 無線施設整備

青 森 461 滑走路改良、誘導路改良

花 巻 244 滑走路改良

福 島 360 滑走路改良

富 山 159 滑走路改良

美 保 569 エプロン改良

（北海道）

新 千 歳 1,500 誘導路新設、耐震対策

帯 広 118 誘導路改良

利 尻 80 滑走路端安全区域整備

奥 尻 110 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。

区　　　　分

国 管 理 空 港

特定地方管理空港

地 方 管 理 空 港

共 用 空 港

国 管 理 空 港

特定地方管理空港

地 方 管 理 空 港
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Ⅴ．令和４年度鉄道局関係二次補正予算配分概要 

 

区    分 

 

 

線   名   等 

 

 

事業費 

（百万円） 

 

備考 

 

幹線鉄道等活性

化事業費補助 

 

 

 

白山市地域公共交通協議会 

 

日本貨物鉄道（株）(新南陽駅) 

 

           計 

 

1,218 

 

37 

 

1,255 

 

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） 

名古屋市（耐震補強、大規模改良） 

神戸市（大規模改良） 

東京地下鉄（株）（浸水対策、大規模改良） 

関西高速鉄道（株）（新線建設） 

 

計 

  

  1,933 

12 

  1,708 

      663 

699 

127 

271 

3,754 

 

9,166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鉄道駅総合改善

事業費補助 

 

 

 

 

東海旅客鉄道（株）(岐阜駅) 

西日本旅客鉄道（株）(厚狭駅) 

西日本旅客鉄道（株）(安芸矢口駅) 

 

計 

 

369       

51 

39 

 

459 

 

 

 

 

 

 

 

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） 

鹿島臨海鉄道（株）（大洗鹿島線） 

岳南電車（株）（岳南線） 

三岐鉄道（株）（三岐線） 

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、筑豊線、長崎線、大村線） 

平成筑豊鉄道（株）（田川線） 

肥薩おれんじ鉄道（株）（肥薩おれんじ鉄道線） 

 

小計 

 

（耐震対策） 

北海道旅客鉄道（株）（千歳線） 

京王電鉄（株）（相模原線） 

東葉高速鉄道（株）（東葉高速線） 

相模鉄道（株）（いずみ野線） 

東京モノレール（株）（羽田空港線） 

名古屋鉄道（株）（名古屋本線、瀬戸線、津島線） 

近畿日本鉄道（株）（京都線、南大阪線、大阪線、名古屋線

、難波線） 

南海電気鉄道（株）（南海本線） 

 

 

        180 

        86 

        80 

        25 

        4 

        15 

         55 

        20 

539 

50 

51 

 

      1,104 

 

 

100 

        152 

       19 

       67 

300 

       823 

1,209 

        

110 
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阪神電気鉄道（株）（本線、阪神なんば線） 

水島臨海鉄道（株）（水島本線、港東線） 

四国旅客鉄道（株）（予讃線） 

 

小計 

 

（豪雨対策） 

西武鉄道（株）（西武秩父線） 

名古屋鉄道（株）（常滑線） 

近畿日本鉄道（株）（大阪線、名古屋線） 

京阪電気鉄道（株）（京阪本線） 

阪神電気鉄道（株）（本線） 

九州旅客鉄道（株）（鹿児島線、日豊線） 

 

小計 

 

（地域鉄道安全対策） 

青森県 

秋田内陸縦貫鉄道（株） 

アイジーアールいわて銀河鉄道（株） 

会津鉄道（株） 

阿武隈急行（株） 

弘南鉄道（株） 

山形鉄道（株） 

由利高原鉄道（株） 

福島交通（株） 

しなの鉄道（株） 

富山地方鉄道（株） 

あいの風とやま鉄道（株） 

えちごトキめき鉄道（株） 

長野電鉄（株） 

のと鉄道（株） 

北陸鉄道（株） 

IRいしかわ鉄道（株） 

アルピコ交通（株） 

万葉線（株） 

上田電鉄（株） 

鹿島臨海鉄道（株） 

真岡鐵道（株） 

野岩鉄道（株） 

ひたちなか海浜鉄道（株） 

江ノ島電鉄（株） 

銚子電気鉄道（株） 

伊豆箱根鉄道（株） 

長良川鉄道（株） 

えちぜん鉄道（株） 

三岐鉄道（株） 

伊豆急行（株） 

愛知環状鉄道（株） 

豊橋鉄道（株） 

福井鉄道（株） 

遠州鉄道（株） 

静岡鉄道（株） 

岳南電車（株） 

413 

        45 

456 

 

     3,693 

 

 

300 

        99 

       402 

       8 

30 

193 

            

      1,032 

 

      

     86 

95 

317 

183 

190 

26 

26 

75 

52 

259 

310 

42 

161 

182 

88 

123 

198 

24 

100 

153 

22 

76 

124 

70 

61 

25 

104 

240 

289 

225 

236 

342 

327 

270 

212 

147 

80 
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神戸電鉄（株） 

近江鉄道（株） 

阪堺電気軌道（株） 

甲賀市 

叡山電鉄（株） 

和歌山電鐵（株） 

京福電気鉄道（株） 

水間鉄道（株） 

智頭急行（株） 

一畑電車（株） 

井原鉄道（株） 

広島電鉄（株） 

錦川鉄道（株） 

岡山電気軌道（株） 

土佐くろしお鉄道（株） 

伊予鉄道（株） 

肥薩おれんじ鉄道（株）  

島原鉄道（株） 

筑豊電気鉄道（株）  

甘木鉄道（株） 

熊本電気鉄道（株） 

長崎電気軌道（株） 

 

小計 

 

(ホームドア) 

東京臨海高速鉄道（株）（新木場駅） 

名古屋臨海高速鉄道（株）（中島駅） 

名古屋臨海高速鉄道（株）（港北駅） 

名古屋臨海高速鉄道（株）（荒子川公園駅） 

名古屋臨海高速鉄道（株）（稲永駅） 

京王電鉄（株）（笹塚駅） 

 

小計 

 

計 

 

390 

307 

31 

88 

36 

60 

140 

28 

113 

153 

89 

127 

68 

44 

357 

347 

201 

38 

67 

25 

110 

307 

 

8,667 

 

   

60 

198 

201 

201 

201 

600 

 

1,461 

 

15,957 

（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４年度補正予算（第２次）　社会資本整備総合交付金の配分（加速化対策分）

（福島県）
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

1　活力に満ち思いやりにあふれた
地域・社会の形成

福島県,福島市,二本松市,伊達市,本宮市,国見
町,川俣町,大玉村,郡山市,須賀川市,田村市,鏡
石町,天栄村,石川町,玉川村,平田村,浅川町,古
殿町,小野町,白河市,西郷村,中島村,泉崎村,矢
吹町,棚倉町,塙町,喜多方市,北塩原村,西会津
町,磐梯町,猪苗代町,会津若松市,会津坂下町,柳
津町,会津美里町,金山町,南会津町,下郷町,双葉
町,新地町,広野町,楢葉町,葛尾村,いわき市,檜枝
岐村,南相馬市,鮫川村

1,743,862

3　賑わいと思いやりのある元気な
ふくしまのまちづくり

福島県,福島市,郡山市,須賀川市,猪苗代町,いわ
き市,鏡石町,南会津町,会津坂下町

66,734

1,810,596

※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４年度補正予算（第２次）　社会資本整備総合交付金の配分（加速化対策分）

（福島県）
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

2　安全で安心して暮らせる地域・社
会の形成（防災・安全）

福島県,福島市,二本松市,伊達市,桑折町,国見
町,川俣町,郡山市,須賀川市,鏡石町,天栄村,石
川町,玉川村,平田村,浅川町,古殿町,三春町,小
野町,白河市,西郷村,泉崎村,矢吹町,棚倉町,矢
祭町,塙町,鮫川村,喜多方市,会津若松市,北塩原
村,西会津町,磐梯町,猪苗代町,会津坂下町,湯川
村,柳津町,会津美里町,三島町,金山町,昭和村,
南会津町,下郷町,檜枝岐村,只見町,南相馬市,新
地町,浪江町,葛尾村,いわき市,飯舘村

412,681

21　道路における国土強靭化の推
進（防災・安全）

福島県,塙町,福島市,南相馬市 88,736

9　通学路等の要対策箇所における
安全確保の推進（重点）

福島県,福島市,会津若松市,郡山市,いわき市,白
河市,須賀川市,喜多方市,相馬市,二本松市,田村
市,伊達市,本宮市,川俣町,鏡石町,南会津町,会
津坂下町,会津美里町,西郷村,中島村,矢吹町,棚
倉町,塙町,鮫川村,石川町,玉川村,平田村,浅川
町,小野町,新地町

53,217

水災害から安全で安心して暮らせ
る地域づくりの推進（防災・安全）

福島県,郡山市,須賀川市,福島市,石川町,棚倉
町,鏡石町,塙町,白河市,只見町,南相馬市,富岡
町,いわき市,伊達市,国見町,西会津町,昭和村,西
郷村,三春町,大熊町,双葉町,葛尾村,川俣町,二
本松市,喜多方市,会津坂下町,楢葉町,相馬市,広
野町,檜枝岐村,鮫川村,平田村,小野町,大玉村

3,016,500

土砂災害から人命を守る土砂災害
対策事業の推進（防災・安全）（重
点）

福島県 211,000

ふくしまの美しい水環境とくらしを守
る施策の推進（防災・安全）

北塩原村,相馬市,富岡町,会津若松市,白河市,喜
多方市,田村市,南相馬市,伊達市,桑折町,国見
町,鏡石町,檜枝岐村,南会津町,西会津町,磐梯
町,猪苗代町,湯川村,西郷村,矢吹町,棚倉町,三
春町,楢葉町,浪江町

351,000

ふくしまの雨水対策事業（防災・安
全）

会津若松市,須賀川市,喜多方市,相馬市,南相馬
市,本宮市,会津坂下町,塙町,浅川町,浪江町,新
地町

178,000

福島県の美しい水環境とくらしを守
る施策の推進（防災・安全）

福島県 121,000

浸水対策重点地域における緊急治
水対策の推進（防災・安全）緊急対
策

福島県,相馬市 212,000

福島県における長寿命化と安全・安
心な都市公園づくり（第２期）（防災・
安全）

福島県,会津若松市,郡山市,いわき市,白河市,南
相馬市,須賀川市,本宮市,鏡石町,西会津町,猪苗
代町,泉崎村,矢吹町,小野町

140,000

福島市の美しい水環境とくらしを守
る施策の推進（防災・安全）

福島市 34,000



（福島県）
防災・安全交付金 （単位：千円）

福島市の雨水対策事業（防災・安
全）

福島市 6,500

福島市における長寿命化と安全・安
心な都市公園づくり（第2期）（防災・
安全）

福島市 15,000

相馬市宅地耐震化推進事業（防災・
安全）

相馬市 19,000

4,858,634

※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４年度補正予算（第２次）　社会資本整備総合交付金の配分（通常分）

（福島県）
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

1　活力に満ち思いやりにあふれた
地域・社会の形成

福島県,福島市,二本松市,伊達市,本宮市,国見
町,川俣町,大玉村,郡山市,須賀川市,田村市,鏡
石町,天栄村,石川町,玉川村,平田村,浅川町,古
殿町,小野町,白河市,西郷村,中島村,泉崎村,矢
吹町,棚倉町,塙町,喜多方市,北塩原村,西会津
町,磐梯町,猪苗代町,会津若松市,会津坂下町,柳
津町,会津美里町,金山町,南会津町,下郷町,双葉
町,新地町,広野町,楢葉町,葛尾村,いわき市,檜枝
岐村,南相馬市,鮫川村

30,562

8　アクセス道路等における整備の
推進

須賀川市,喜多方市,西郷村,泉崎村 20,643

3　賑わいと思いやりのある元気な
ふくしまのまちづくり

福島県,福島市,郡山市,須賀川市,猪苗代町,いわ
き市,鏡石町,南会津町,会津坂下町

5,678

港湾施設の整備による賑わい空間
の創出（重点）

福島県 17,000

73,883

※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４年度補正予算（第２次）　社会資本整備総合交付金の配分（通常分）

（福島県）
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

9　通学路等の要対策箇所における
安全確保の推進（重点）

福島県,福島市,会津若松市,郡山市,いわき市,白
河市,須賀川市,喜多方市,相馬市,二本松市,田村
市,伊達市,本宮市,川俣町,鏡石町,南会津町,会
津坂下町,会津美里町,西郷村,中島村,矢吹町,棚
倉町,塙町,鮫川村,石川町,玉川村,平田村,浅川
町,小野町,新地町

8,932

16　通学路等の生活空間における
安全・安心な道づくり

福島市,会津若松市 7,755

16,687

※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


