
埼 玉 県

道 路 局



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：埼玉県 (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4号 八潮市～松伏町 東埼玉道路（八潮～松伏） 460

改築 国道4号 吉川市～春日部市 東埼玉道路（延伸） 406

改築 国道17号 さいたま市～上尾市  新大宮上尾道路（与野～上尾南） 2,799

改築 国道17号 北本市～鴻巣市 上尾道路（Ⅱ期） 200

改築 国道17号 本庄市～上里町 本庄道路 300

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：埼玉県 (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 草加市～久喜市 埼玉4号交通安全対策 106

交通安全 国道17号
さいたま市～
上里町

埼玉17号交通安全対策 215

交通安全 国道298号 戸田市～三郷市 埼玉298号交通安全対策 70

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：埼玉県 (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 杉戸町 埼玉4号電線共同溝 180 杉戸（３）電線共同溝 180

桶川・北本電線共同溝（桶川市、北本市) 250

深谷（５）電線共同溝（深谷市) 200

450

路線名 備考

電線共同溝 国道17号
桶川市、北本市、
深谷市

埼玉17号電線共同溝



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：埼玉県 (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17号
戸田市～上里町
熊谷市～深谷市

埼玉17号維持管理 681

維持管理 国道298号 和光市～三郷市 埼玉298号維持管理 113

維持管理 省エネルギー化 100

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：埼玉県 (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17号 本庄市～上里町 本庄道路 250

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：埼玉県 (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140号 秩父市 大滝トンネル 157

改築 国道140号 秩父市 長尾根バイパス 40

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：埼玉県 (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 埼玉県 埼玉県無電柱化推進計画事業 967

(国)462号(児玉町児玉工区)〔本庄市〕、(主)さいたまふじ
み野所沢線(上福岡工区)〔ふじみ野市〕、(主)青梅入間線
(扇町屋)〔入間市〕、(主)川越所沢線(ﾌｧﾙﾏﾝ通り交差点工
区)〔所沢市〕、(主)東松山越生線(箭弓町工区)〔東松山
市〕、(一)川口蕨線(南町)〔川口市～蕨市〕、(一)蓮田鴻巣
線(東一丁目工区)〔蓮田市〕、(一)川口蕨線(西川口工区)
〔川口市〕、(一)鴻巣停車場線(本町工区)〔鴻巣市〕、(都)
仲仙道(北本工区)〔北本市〕、(都)日光東京線(本町工区)
〔川口市〕、(都)保谷朝霞線(道場工区)〔新座市〕、(都)保
谷朝霞線(野寺工区)〔新座市〕、(都)放射7号線(栗原工区)
〔新座市〕、(都)放射7号線(新堀工区)〔新座市〕

無電柱化推進計画事業 さいたま市 さいたま市無電柱化推進計画事業 321

(国)122号(加倉)、(主)川口上尾線(北袋町)ほか2路線、
(都)産業道路(原山2工区)、(都)産業道路(天沼工区)、(都)
大宮岩槻線(大和田工区)、(都)道場三室線(栄和工区)、
(都)本町通り線(鈴谷2工区)

無電柱化推進計画事業 戸田市 戸田市無電柱化推進計画事業 74 (都)前谷馬場線(第2工区)



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：埼玉県 (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） 埼玉県 埼玉県通学路緊急対策推進計画 496

井泉小学校、影森小学校、横瀬小学校、加納小学
校、大桑小学校、田ヶ谷小学校、皆野小学校、玉川
小学校、栗橋西小学校、荒川東小学校、高麗川小学
校、広田小学校、埼玉小学校、桜ケ丘小学校、桜町
小学校、三ケ島小学校、志賀小学校、秋平小学校、
柳瀬小学校、小川小学校、東町小学校、神保原小学
校、長幡小学校、新郷第一小学校、新倉小学校、深
谷西小学校、菅谷小学校、霞ヶ関東小学校、山田小
学校、福原小学校、川田谷小学校、大和田小学校、
丹荘小学校、新町小学校、唐子小学校、東第一小学
校、八和田小学校、平方小学校、北小学校、藤田小
学校、明覚小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 桶川市 埼玉県桶川市通学路緊急対策推進計画 9 川田谷小学校



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：埼玉県 (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 埼玉県 橋梁長寿命化修繕計画 1,209 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 埼玉県 道路附属物等長寿命化修繕計画 160 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 さいたま市 橋梁長寿命化修繕計画 357 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 さいたま市 道路附属物等長寿命化修繕計画 10 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 川越市 橋梁長寿命化修繕計画 38 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 川口市 橋梁長寿命化修繕計画 36 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 川口市 道路附属物等長寿命化修繕計画 18 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 春日部市 橋梁長寿命化修繕計画 39 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 朝霞市 橋梁長寿命化修繕計画 22 内訳は別紙参照



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：埼玉県 (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 朝霞市 道路附属物等長寿命化修繕計画 99 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
埼玉県

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

埼玉県橋梁長寿命化修繕計画
埼玉県 鴻巣市 県道東松山鴻巣線 御成橋 橋梁 修繕
埼玉県 上尾市 県道川越上尾線 上尾陸橋 橋梁 修繕
埼玉県 川口市 県道さいたま鳩ケ谷線 戸塚陸橋 橋梁 修繕
埼玉県 志木市 県道保谷志木線 栄橋 橋梁 修繕
埼玉県 伊奈町 県道さいたま栗橋線 津地橋側道橋 橋梁 修繕
埼玉県 加須市 県道加須鴻巣線 西裏橋 橋梁 修繕
埼玉県 鴻巣市 県道福田鴻巣線 元荒川橋側道橋 橋梁 修繕
埼玉県 川越市 国道254号 川越線高架橋 橋梁 修繕
埼玉県 越生町 県道越生長沢線 坂尻橋 橋梁 修繕
埼玉県 坂戸市 県道川越坂戸毛呂山線 坂戸入西大橋 橋梁 修繕
埼玉県 秩父市 県道熊谷小川秩父線 定峰下橋 橋梁 修繕
埼玉県 秩父市 県道長瀞玉淀自然公園線 眼鏡橋 橋梁 修繕
埼玉県 秩父市 県道吉田久長秩父線 薬師橋 橋梁 修繕
埼玉県 羽生市 国道122号 桑崎陸橋（上り） 橋梁 修繕
埼玉県 行田市 国道125号 行田大橋 橋梁 修繕
埼玉県 加須市 国道125号 新篠合橋 橋梁 修繕
埼玉県 越谷市 県道越谷八潮線 しらこばと橋 橋梁 修繕
埼玉県 白岡市 国道122号 荒瀬橋 橋梁 修繕
埼玉県 白岡市 国道122号 住吉橋 橋梁 修繕
埼玉県 白岡市 国道122号 皿沼橋（上り線） 橋梁 修繕
埼玉県 入間市 国道299号 霞橋 橋梁 更新
埼玉県 吉見町 県道鴻巣川島線 寺家谷橋 橋梁 更新
埼玉県 小川町 国道254号 片瀬橋 橋梁 更新
埼玉県 秩父市 県道下小鹿野吉田線 吉田橋 橋梁 更新
埼玉県 八潮市 県道松戸草加線 潮止橋 橋梁 更新
埼玉県 久喜市 県道さいたま栗橋線 門樋橋 橋梁 更新
埼玉県 入間市 国道463号 建武橋 橋梁 更新

埼玉県道路附属物等長寿命化修繕計画
埼玉県 所沢市 国道463号 北有楽町歩道橋 道路附属物等 修繕
埼玉県 東松山市 国道254号 古凍歩道橋（その１） 道路附属物等 修繕
埼玉県 寄居町 国道254号 桜沢歩道橋 道路附属物等 修繕
埼玉県 寄居町 国道254号 鉢形歩道橋 道路附属物等 修繕
埼玉県 深谷市 県道深谷東松山線 柴崎中郷歩道橋 道路附属物等 修繕
埼玉県 秩父市 国道140号 大達原ロックシェッド 道路附属物等 修繕

さいたま市橋梁長寿命化修繕計画
さいたま市 さいたま市 国道122号 馬込橋 橋梁 修繕
さいたま市 さいたま市 国道463号 大門陸橋 橋梁 修繕
さいたま市 さいたま市 ｲﾜ108 箕輪橋（側道橋） 橋梁 修繕
さいたま市 さいたま市 ｲﾜ108 箕輪橋（上り） 橋梁 修繕
さいたま市 さいたま市 ｲﾜ108 箕輪橋（下り） 橋梁 修繕

さいたま市道路附属物等長寿命化修繕計画
さいたま市 さいたま市 F-449号線 大谷場地下道 道路附属物等 修繕

川越市橋梁長寿命化修繕計画
川越市 川越市 市道3525号線 蔵根橋 橋梁 修繕
川越市 川越市 市道8083号線 下田橋 橋梁 修繕

川口市橋梁長寿命化修繕計画
川口市 川口市 市道南平第2号線 元郷橋 橋梁 修繕
川口市 川口市 市道鳩ｹ谷第141号線 鳩ケ谷無名第94号橋 橋梁 修繕
川口市 川口市 市道鳩ｹ谷第149号線 鳩ケ谷無名第95号橋 橋梁 修繕
川口市 川口市 市道鳩ｹ谷第633号線 鳩ケ谷無名第33号橋 橋梁 修繕
川口市 川口市 市道鳩ｹ谷第634号線 鳩ケ谷無名第34号橋 橋梁 修繕
川口市 川口市 市道鳩ｹ谷第635号線 鳩ケ谷無名第35号橋 橋梁 修繕
川口市 川口市 市道青木第579号線 堅川人道橋 橋梁 修繕
川口市 川口市 市道安行第49号線 無名111号橋 橋梁 修繕
川口市 川口市 市道安行第21号線 無名305号橋 橋梁 修繕
川口市 川口市 市道安行第86号線 無名306号橋 橋梁 修繕

川口市道路附属物等長寿命化修繕計画
川口市 川口市 市道幹線第28号線 青木歩道橋 道路附属物等 修繕
川口市 川口市 市道幹線第34号線 前川一丁目歩道橋 道路附属物等 修繕
川口市 川口市 市道幹線第17号線 並木地下道 道路附属物等 修繕

春日部市橋梁長寿命化修繕計画
春日部市 春日部市 市道2-21号線 Ｂ２１号橋２ 橋梁 修繕
春日部市 春日部市 市道2-21号線 Ｂ２１号橋３ 橋梁 修繕
春日部市 春日部市 市道5-246号線 Ｅ２４６号橋 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
埼玉県

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

春日部市 春日部市 市道5-350号線 Ｅ３５０号橋１ 橋梁 修繕
春日部市 春日部市 市道5-356号線 Ｅ３５６号橋２ 橋梁 修繕
春日部市 春日部市 市道7-398号線 豊年橋 橋梁 修繕
春日部市 春日部市 市道7-484号線 牛島人道橋 橋梁 修繕
春日部市 春日部市 市道7-383号線 天神橋 橋梁 修繕
春日部市 春日部市 市道7-619号線 Ｇ６１９号橋 橋梁 修繕
春日部市 春日部市 市道8-271号線 Ｈ２７１号橋 橋梁 修繕
春日部市 春日部市 市道9-2001号線 ２００１－１号橋 橋梁 修繕
春日部市 春日部市 市道9-2200号線 ２２００－１号橋 橋梁 修繕
春日部市 春日部市 市道9-2241号線 ２２４１号橋 橋梁 修繕
春日部市 春日部市 市道9-2242号線 ２２４２－１号橋 橋梁 修繕
春日部市 春日部市 市道9-2189号線 ２１８９－１号橋 橋梁 修繕
春日部市 春日部市 市道9-2185号線 ２１８５号橋 橋梁 修繕
春日部市 春日部市 市道9-2178号線 ２１７８号橋 橋梁 修繕
春日部市 春日部市 市道9-2170号線 ２１７０－２号橋 橋梁 修繕
春日部市 春日部市 市道9-4054号線 ４０５４－２号橋 橋梁 修繕

朝霞市橋梁長寿命化修繕計画
朝霞市 朝霞市 市道2168号線 浜崎陸橋 橋梁 修繕
朝霞市 朝霞市 市道2号線 朝霞橋 橋梁 修繕
朝霞市 朝霞市 市道9号線 北朝霞陸橋 橋梁 修繕
朝霞市 朝霞市 市道264号線 諏訪原跨線橋 橋梁 修繕

朝霞市道路附属物等長寿命化修繕計画
朝霞市 朝霞市 市道223号線 岡跨線橋歩道橋 道路附属物等 修繕



埼 玉 県

水管理・国土保全局



令和４年度補正予算　河川事業（直轄・埼玉県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費

荒川 荒川上流 一般河川改修事業 1,100 ※ さいたま市
し

、上尾市
あ げ お し

、川越市
かわごえし

、志木市
し き し

利根川 利根川上流 一般河川改修事業 3,235 ※

≪茨城
いばらき

県
けん

≫五霞町
ご か ま ち

、古河市
こ が し

≪群馬県
ぐんまけん

≫板倉町
いたくらまち

≪埼玉県
さいたまけん

≫久喜市
く き し

、加須市
か ぞ し

利根川 江戸川 一般河川改修事業 2,245 ※
≪埼玉県

さいたまけん

≫春日部市
か す か べ し

、松伏町
まつぶしまち

≪千葉県
ち ば け ん

≫松戸市
ま つ ど し

、流山市
ながれやまし

、野田市
の だ し

利根川 中川 流域治水整備事業 570 ※
≪埼玉県

さいたまけん

≫八潮市
や し お し

≪東京都
とうきょうと

≫足立区
あ だ ち く

荒川 荒川下流 河川都市基盤整備事業 389 ※
≪埼玉県

さいたまけん

≫川口市
かわぐちし

≪東京都
とうきょうと

≫江戸川区
え ど が わ く

荒川 荒川下流 河川維持修繕事業 813 ※ 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 707 ※ 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 473 ※ 松伏町
まつぶしまち

～葛飾区
かつしか く

利根川 利根川上流 河川維持修繕事業 782 ※

利根川 江戸川 河川維持修繕事業 404 ※ 五霞町
ご か ま ち

～河口
か こ う

利根川 烏・神流川 河川維持修繕事業 59 ※

利根川 荒川下流 河川工作物関連応急対策事業 95 ※ 川口市
かわぐちし

利根川 江戸川 河川工作物関連応急対策事業 20 ※ 春日部市
か す か べ し

荒川 総合水系環境整備事業 130 鴻巣市
こ う のす 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。

・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・埼玉県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

荒川 不老川 床上浸水対策特別緊急事業 180　 入間市
い る ま し

利根川 新方川 事業間連携河川事業 240　 春日部市
か す か べ し

、越谷市
こ しがやし

荒川 柳瀬川 大規模特定河川事業 280　 富士見市
ふ じ み し

利根川 中川 大規模特定河川事業 1,126　 久喜市
く き し

利根川 原市沼川 大規模特定河川事業 310　 上尾市
あ げ お し

・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



埼玉県

　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 荒川二瀬ダム 58

荒川荒川調節池 46

利根川渡良瀬遊水池 220

水資源開発事業 利根川下久保ダム 46

荒川浦山ダム 120

荒川滝沢ダム 114

・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



令和４年度補正予算　ダムメンテナンス事業（補助・埼玉県）

（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 秩父市 99 ※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・埼玉県）

別　　　紙

実施主体 市町村名 水系名 河川名 ダム名

埼玉県 秩父市 荒川 吉田川 合角ダム



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 しもあかだくみがわ

砂防等事業 荒川 下赤工川 飯能市 下赤工 砂防堰堤工 20
まりしてんざわ

荒川 摩利支天沢 秩父郡 東秩父村 奥沢 砂防堰堤工 10

2箇所 30
・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（埼玉県　1/5）

事業区分 水系名 渓流名 所在地

合計



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 しも

砂防等事業 下モ 比企郡 ときがわ町 大野 集水井 50

うえのやま

上の山 秩父郡 東秩父村 坂本 横ボーリング工 30
かなさき

金崎 秩父郡 皆野町 金崎 集水井 25

さくらがや

桜ヶ谷 秩父郡 皆野町 野巻 集水井 25

4箇所 130
・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（埼玉県　2/5）

事業区分 水系名 箇所名 所在地

合計



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 やどもと

砂防等事業 宿本 秩父郡 長瀞町 野上下郷 擁壁工 10

  

1箇所 10
・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

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（埼玉県　3/5）

事業区分 水系名 箇所名 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 からほりがわ

事業 荒川外 空堀川外 比企郡 ときがわ町 大野外 老朽化対策 160

1箇所 160
・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

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（埼玉県　4/5）

事業区分 水系名
渓流名
箇所名

所在地

合計



施設名 構造物種別 事業種別

からほりがわ

埼玉県 ときがわ町 空堀川　外 空堀川砂防堰堤　等 砂防堰堤工　等 改築　等

長寿命化計画の策定、変更

令和４年度補正予算　砂防メンテナンス事業箇所表（埼玉県　5/5）

事業主体名 市町村名
渓流名
箇所名



埼　玉　県

都市局



※市町村名は令和4年11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：　埼玉県

（単位：百万円）

維持管理 国営武蔵丘陵森林公園 比企郡滑川町、熊谷市 405 うち５か年加速化対策　405百万円

令和４年度　補正予算箇所表

工種 公園名 市町村名 事業費 備考



一般会計　（組織）国土交通本省　 埼玉県

（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

1,503,000 3,168,243 4,671,243 都市局所管

さいたま市 組合 省エネ緊促 継続 大宮駅西口第３－Ｂ地区 7/100 105,210 221,777 326,987

1,838,000 634,714 2,472,714 都市局所管

さいたま市 組合 省エネ緊促 継続 浦和駅西口南高砂地区 7/100 91,900 44,430 136,330

3,341,000 3,802,957 7,143,957

合計 197,110 266,207 463,317

内示額について、下段を国費とする。

令和４年度　補正予算配分



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：埼玉県 (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 埼玉県 埼玉県無電柱化推進計画事業 967

(国)462号(児玉町児玉工区)〔本庄市〕、(主)さいたまふじ
み野所沢線(上福岡工区)〔ふじみ野市〕、(主)青梅入間線
(扇町屋)〔入間市〕、(主)川越所沢線(ﾌｧﾙﾏﾝ通り交差点工
区)〔所沢市〕、(主)東松山越生線(箭弓町工区)〔東松山
市〕、(一)川口蕨線(南町)〔川口市～蕨市〕、(一)蓮田鴻巣
線(東一丁目工区)〔蓮田市〕、(一)川口蕨線(西川口工区)
〔川口市〕、(一)鴻巣停車場線(本町工区)〔鴻巣市〕、(都)
仲仙道(北本工区)〔北本市〕、(都)日光東京線(本町工区)
〔川口市〕、(都)保谷朝霞線(道場工区)〔新座市〕、(都)保
谷朝霞線(野寺工区)〔新座市〕、(都)放射7号線(栗原工区)
〔新座市〕、(都)放射7号線(新堀工区)〔新座市〕

無電柱化推進計画事業 さいたま市 さいたま市無電柱化推進計画事業 321

(国)122号(加倉)、(主)川口上尾線(北袋町)ほか2路線、
(都)産業道路(原山2工区)、(都)産業道路(天沼工区)、(都)
大宮岩槻線(大和田工区)、(都)道場三室線(栄和工区)、
(都)本町通り線(鈴谷2工区)

無電柱化推進計画事業 戸田市 戸田市無電柱化推進計画事業 74 (都)前谷馬場線(第2工区)

※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：埼玉県 (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） 埼玉県 埼玉県通学路緊急対策推進計画 496

井泉小学校、影森小学校、横瀬小学校、加納小学
校、大桑小学校、田ヶ谷小学校、皆野小学校、玉川
小学校、栗橋西小学校、荒川東小学校、高麗川小学
校、広田小学校、埼玉小学校、桜ケ丘小学校、桜町
小学校、三ケ島小学校、志賀小学校、秋平小学校、
柳瀬小学校、小川小学校、東町小学校、神保原小学
校、長幡小学校、新郷第一小学校、新倉小学校、深
谷西小学校、菅谷小学校、霞ヶ関東小学校、山田小
学校、福原小学校、川田谷小学校、大和田小学校、
丹荘小学校、新町小学校、唐子小学校、東第一小学
校、八和田小学校、平方小学校、北小学校、藤田小
学校、明覚小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 桶川市 埼玉県桶川市通学路緊急対策推進計画 9 川田谷小学校
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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）

（埼玉県）
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

都市基盤が整備された良好な市街
地の形成

埼玉県,熊谷市,飯能市,加須市,深谷市,蕨市,入
間市,和光市,新座市,北本市,八潮市,富士見市,
坂戸市,日高市,白岡市,羽生市

2,192

蕨駅西口地区整備計画 蕨市 3,627

幸手駅周辺地区における交通環境
の改善とにぎわいのある交通結節
点の形成

幸手市 1,816

活力ある都市活動を支える都市基
盤の整備（第2期）

さいたま市 19,250

26,885

※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）

（埼玉県）
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

埼玉県道路計画（防災・安全）

行田市,飯能市,本庄市,東松山市,狭山市,上尾
市,越谷市,戸田市,和光市,新座市,桶川市,八潮
市,富士見市,坂戸市,幸手市,日高市,吉川市,ふじ
み野市,三芳町,毛呂山町,嵐山町,川島町,小鹿野
町,美里町,神川町,寄居町,宮代町,杉戸町,松伏
町,埼玉県,朝霞市

727,093

国土強靭化地域計画に資する道路
の整備

埼玉県,熊谷市,上里町,三芳町,三郷市,川越市,
春日部市,鶴ヶ島市,越谷市,吉川市,小川町,杉戸
町

235,950

埼玉県通学路安全対策の推進（防
災・安全）

埼玉県,川越市,熊谷市,所沢市,飯能市,加須市,
本庄市,春日部市,羽生市,草加市,越谷市,入間
市,朝霞市,桶川市,久喜市,北本市,三郷市,蓮田
市,坂戸市,ふじみ野市,越生町,小川町,川島町,鳩
山町,横瀬町,東秩父村,寄居町,東松山市,上里
町,志木市,松伏町,行田市,白岡市,長瀞町,戸田
市

111,100

埼玉県未就学児等の交通安全緊急
対策（防災・安全）

埼玉県,鴻巣市,草加市,本庄市,桶川市 22,000

埼玉県における治水対策の推進と
豊かな環境の創出（防災・安全）

埼玉県,桶川市,熊谷市,川越市,川口市,上尾市,
戸田市,三郷市,坂戸市,越谷市,吉見町

4,209,000

埼玉県における治水対策の推進と
豊かな環境の創出（防災・安全）緊
急対策

埼玉県,行田市,春日部市 75,000

土砂災害対策の推進（防災・安全） 埼玉県 273,750

埼玉県流域下水道整備計画（防災・
安全）

埼玉県 1,502,567

埼玉県安全・安心で災害に強い都
市公園整備の推進（防災・安全）

埼玉県 184,000

東松山市における水質保全及び良
好な生活環境の推進（防災・安全）
（第３期）

東松山市 1,400

安全で安心な水環境をつくる（防
災・安全）

越谷市 135,000

八潮市における浸水対策基盤の推
進２０２１

八潮市 92,160

幸手市安全・安心な都市公園づくり
（防災・安全）

幸手市 1,200



（埼玉県）
防災・安全交付金 （単位：千円）

ふじみ野市における市民の住環境
の向上（防災・安全）（重点計画）

ふじみ野市 2,500

美里町宅地耐震化推進事業 美里町 7,500

坂戸市、鶴ヶ島市における公共下
水道計画（防災・安全）（重点計画）

坂戸、鶴ヶ島下水道組合 69,750

坂戸市、鶴ヶ島市における公共下
水道計画（防災・安全）

坂戸、鶴ヶ島下水道組合 4,050

生活空間における交通安全対策
（第2期）（防災・安全）

さいたま市 51,370

主要渋滞箇所対策におけるICアク
セス道路等の整備（第２期）（重点計
画）（防災・安全）

さいたま市 46,651

安全・安心なみちづくり（防災・安
全）

さいたま市 3,782

さいたま市の安全な都市をつくる下
水道整備＜第3期＞（防災・安全）

さいたま市 100,100

さいたま市におけるグリーンインフ
ラの創出（防災・安全）【重点】

さいたま市 79,975

7,935,898

※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）

（埼玉県）
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

幹線道路や駅等を軸とした広域連
携強化に資する円滑な道路の整備

埼玉県 140,000

地域の魅力と活力を高める市町村
道等の整備

所沢市,飯能市,東松山市,春日部市,狭山市,越谷
市,戸田市,入間市,久喜市,北本市,三郷市,嵐山
町,宮代町,杉戸町,秩父市,桶川市,鶴ヶ島市,吉川
市,深谷市,草加市,新座市,上尾市,富士見市,坂
戸市,熊谷市,鴻巣市,吉見町

54,563

所沢駅周辺地区整備計画（第２期） 所沢市,埼玉県 12,323

都市基盤が整備された良好な市街
地の形成

埼玉県,熊谷市,飯能市,加須市,深谷市,蕨市,入
間市,和光市,新座市,北本市,八潮市,富士見市,
坂戸市,日高市,白岡市,羽生市

7,179

身近な生活道路の安心・安全を確
保する市町村道等の整備（第３期）

行田市,加須市,本庄市,狭山市,上尾市,嵐山町,
美里町,寄居町,杉戸町,坂戸市,横瀬町,上里町

2,923

八潮南部西地区における快適で住
みやすい市街地形成

埼玉県 3,200

川口市社会資本総合整備計画（Ｒ４
～Ｒ８）

川口市 4,550

住みよい市街地の基盤形成（第2
期）

飯能市 4,300

新田駅周辺地区における都市基盤
整備

草加市 2,000

北部副次核形成地区（第４期）都市
再生整備計画事業

越谷市 1,300

活力ある都市活動を支える都市基
盤の整備（第2期）

さいたま市 574,419

大宮駅周辺地区（第2期）都市再生
整備計画

さいたま市 154,700

961,457

※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）

（埼玉県）
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

埼玉県道路計画（防災・安全）

行田市,飯能市,本庄市,東松山市,狭山市,上尾
市,越谷市,戸田市,和光市,新座市,桶川市,八潮
市,富士見市,坂戸市,幸手市,日高市,吉川市,ふじ
み野市,三芳町,毛呂山町,嵐山町,川島町,小鹿野
町,美里町,神川町,寄居町,宮代町,杉戸町,松伏
町,埼玉県,朝霞市

2,500

川口市社会資本総合整備計画（防
災・安全）（Ｒ４～Ｒ８）

川口市 1,300

戸田市の安全・安心な都市づくり
（防災・安全）

戸田市 16,619

20,419

※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


