
新 潟 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：新潟県 (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7号 新潟市 栗ノ木道路 400

改築 国道7号 新潟市 紫竹山道路 600

改築 国道7号 村上市 朝日温海道路 2,200

改築 国道8号 柏崎市 柏崎バイパス 350

改築 国道18号 上越市、妙高市 上新バイパス 300

改築 国道49号 阿賀野市 水原バイパス 850

改築 国道113号 関川村 鷹ノ巣道路 400

改築 国道253号 上越市 上越三和道路 400

改築 国道253号 十日町市 十日町道路 50

改築 国道253号 十日町市～南魚沼市 八箇峠道路 150

改築 国道289号 三条市 八十里越 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：新潟県 (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 村上市 新潟日本海沿岸東北自動車道交通安全対策 5

交通安全 国道7号 新潟市～村上市 新潟7号交通安全対策 113

交通安全 国道8号
新潟市～
糸魚川市

新潟8号交通安全対策 107

交通安全 国道17号 湯沢町～長岡市 新潟17号交通安全対策 50

交通安全 国道18号 妙高市、上越市 新潟18号交通安全対策 12

交通安全 国道49号 阿賀町、阿賀野市 新潟49号交通安全対策 72

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：新潟県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

黒埼地区電線共同溝（新潟市) 10

南区根岸電線共同溝（新潟市) 248

長浜電線共同溝（上越市) 20

六日町電線共同溝Ⅱ（南魚沼市) 140

六日町電線共同溝Ⅲ（南魚沼市) 150

小出地区電線共同溝Ⅱ（魚沼市) 150

小出地区電線共同溝Ⅲ（魚沼市) 15

西川地区電線共同溝 25

美咲町電線共同溝 30

新潟市 新潟116号電線共同溝

278

路線名 備考

55

455
南魚沼市、
魚沼市

新潟17号電線共同溝

電線共同溝 国道8号 新潟市、上越市 新潟8号電線共同溝

電線共同溝 国道116号

電線共同溝 国道17号



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：新潟県 (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7号 新潟市～村上市 新潟7号維持管理 475

維持管理 国道8号 新潟市～糸魚川市 新潟8号維持管理 385

維持管理 国道17号 湯沢町～長岡市 新潟17号維持管理 575

維持管理 国道18号 妙高市～上越市 新潟18号維持管理 239

維持管理 国道49号 阿賀町～新潟市 新潟49号維持管理 222

維持管理 国道116号 柏崎市～新潟市 新潟116号維持管理 348

維持管理 村上市
新潟日本海沿岸東北自動車道
維持管理

216

維持管理 省エネルギー化 70

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：新潟県 (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7号 村上市 朝日温海道路 300

改築 国道253号 上越市 上越三和道路 300

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：新潟県 (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7号 新潟市 新潟7号維持管理 300

維持管理 国道8号 糸魚川市 新潟8号維持管理 200

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：新潟県 (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148号 糸魚川市 松糸・今井道路 30

改築 国道253号 上越市 三和安塚道路 76

改築 (都) 飯門田新田線 上越市
上越魚沼地域振興快速道路アク
セス

10

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：新潟県 (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117号 十日町市 新光寺 2

土砂災害対策 国道289号 三条市 大谷 145

土砂災害対策 国道345号 村上市 芦谷 15

土砂災害対策 国道402号
長岡市、出雲崎
町

寺泊山田～久田 23

土砂災害対策 国道459号 阿賀町 鹿瀬 95

土砂災害対策 (主) 上越安塚柏崎線 上越市 板山 39

土砂災害対策 (主) 佐渡一周線 佐渡市 五十浦 60

土砂災害対策 (一) 落合六日町線 南魚沼市 清水瀬 9

土砂災害対策 (一) 飯山新井線 妙高市 下平丸 19

土砂災害対策 (一) 真田高島線 十日町市 鉢 19

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：新潟県 (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 新潟県 新潟県無電柱化推進計画事業 15 (一)長岡中之島見附線〔長岡市〕



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：新潟県 (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） 燕市 吉田西太田地区 燕市 13

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：新潟県 (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） 新潟県 新潟県通学路緊急対策推進計画 3,307

三川小学校、堀之内小学校、見附小学校、名木野小
学校、五泉小学校、井栗小学校、長沢小学校、十日
町小学校、松長小学校、柿崎小学校、三郷小学校、
南本町小学校、保倉小学校、水沢小学校、蓮野小学
校、浦瀬小学校、越路西小学校、石坂小学校、福戸
小学校、津南小学校、湯沢小学校、おおまき小学
校、塩沢小学校、赤石小学校、中之島小学校、南小
学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 新潟市 新潟市通学路緊急対策推進計画 11
潟東小学校、巻北小学校、岩室小学校、女池小学
校、松野尾小学校、沼垂小学校、曽根小学校、中之
口東小学校、和納小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 長岡市 新潟県長岡市通学路緊急対策推進計画 49
岡南小学校、四郎丸小学校、信条小学校、中之島中
央小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 三条市 新潟県三条市通学路緊急対策推進計画 190 須頃小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 燕市 新潟県燕市通学路緊急対策推進計画 56 燕北小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 上越市 新潟県上越市通学路緊急対策推進計画 59 高田西小学校、大手町小学校、里公小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 南魚沼市 新潟県南魚沼市通学路緊急対策推進計画 30 城内小学校、薮神小学校、六日町小学校



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：新潟県 (単位: 百万円) 

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

交通安全対策（通学路緊急対策） 胎内市 新潟県胎内市通学路緊急対策推進計画 30 胎内小学校、中条小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 弥彦村 新潟県弥彦村通学路緊急対策推進計画 9 弥彦小学校



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：新潟県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業主体 事業費 備考

補助事業

踏切道改良計画事業 十日町市 稲荷町踏切道 十日町市 4



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：新潟県 (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 新潟県 橋梁長寿命化修繕計画 4,947 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 新潟県 トンネル長寿命化修繕計画 300 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 新潟県 道路附属物等長寿命化修繕計画 900 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 新潟市 橋梁長寿命化修繕計画 979 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 新潟市 道路附属物等長寿命化修繕計画 7 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 長岡市 橋梁長寿命化修繕計画 30 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 三条市 橋梁長寿命化修繕計画 35 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 十日町市 橋梁長寿命化修繕計画 90 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 上越市 橋梁長寿命化修繕計画 44 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：新潟県 (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 佐渡市 橋梁長寿命化修繕計画 18 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 魚沼市 橋梁長寿命化修繕計画 11 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 南魚沼市 橋梁長寿命化修繕計画 33 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 弥彦村 橋梁長寿命化修繕計画 10 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
新潟県

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

新潟県橋梁長寿命化修繕計画
新潟県 三条市 国道２８９号 東三条跨線橋 橋梁 修繕
新潟県 五泉市 県道新津村松線 船越跨線橋 橋梁 修繕
新潟県 阿賀町 県道五十島停車場線 五十島橋 橋梁 修繕
新潟県 佐渡市 県道佐渡一周線 海府大橋 橋梁 修繕
新潟県 十日町市 国道２５３号 十日町橋０３６４ 橋梁 修繕
新潟県 五泉市 県道小面谷笹目線 かがり沢橋 橋梁 修繕
新潟県 佐渡市 県道佐渡一周線 黒姫大橋 橋梁 修繕
新潟県 新発田市 県道新発田津川線 豊田跨線橋 橋梁 修繕
新潟県 糸魚川市 国道１４８号 新大所川橋 橋梁 修繕
新潟県 長岡市 国道４０３号 与板橋 橋梁 修繕
新潟県 南魚沼市 県道一村尾大崎線 九日町跨線橋 橋梁 修繕
新潟県 聖籠町 国道１１３号 次第浜橋 橋梁 修繕
新潟県 十日町市 県道十日町千手線 妻有大橋 橋梁 修繕
新潟県 五泉市 新潟村松三川線 田川内橋 橋梁 修繕
新潟県 三条市 国道２８９号 布倉大橋 橋梁 修繕
新潟県 出雲崎町 ３５２号 出雲崎夕日ライン橋 橋梁 修繕
新潟県 長岡市 国道３５１号 長生橋０２９４ 橋梁 修繕
新潟県 燕市 県道新潟寺泊線 渡部橋 橋梁 修繕
新潟県 南魚沼市 県道城内焼野線 長者原橋０４７２ 橋梁 修繕
新潟県 上越市 県道直江津停車場線 御館跨線橋歩道橋（上り線） 橋梁 修繕
新潟県 湯沢町 県道土樽越後中里停車場線 松川橋０８６３ 橋梁 修繕
新潟県 上越市 ３５０号 有田跨線橋 橋梁 修繕
新潟県 長岡市 国道３５１号 長生橋歩道橋 橋梁 修繕
新潟県 魚沼市 国道２５２号 新渋川橋 橋梁 修繕
新潟県 南魚沼市 国道２９１号 旭橋０３７４ 橋梁 修繕
新潟県 魚沼市 国道２５２号 上原橋０３１３ 橋梁 修繕
新潟県 小千谷市 国道１１７号 魚沼橋歩道橋 橋梁 修繕
新潟県 阿賀町 県道新発田津川線 中村橋０４９９ 橋梁 修繕
新潟県 長岡市 県道長岡寺泊線 横崎跨線橋 橋梁 修繕
新潟県 十日町市 国道１１７号 十日町高架橋 橋梁 修繕
新潟県 十日町市 県道姿土市停車場線 姿大橋 橋梁 修繕
新潟県 南魚沼市 県道城内焼野線 柴倉橋０４９０ 橋梁 修繕
新潟県 長岡市 県道長岡和島線 菖蒲橋０５７０ 橋梁 修繕
新潟県 津南町 国道１１７号 宮野原橋 橋梁 修繕
新潟県 佐渡市 国道３５０号 新高崎橋 橋梁 修繕
新潟県 魚沼市 国道２５２号 寄合橋 橋梁 修繕
新潟県 柏崎市 ３５２号 枇杷島跨線橋 橋梁 修繕
新潟県 三条市 県道長岡栃尾巻線 鶴亀橋 橋梁 修繕
新潟県 小千谷市 国道２９１号 旭橋０３０３ 橋梁 修繕
新潟県 佐渡市 県道佐渡一周線 堀切橋６００６ 橋梁 修繕
新潟県 魚沼市 県道下倉小出線 四日町橋 橋梁 修繕
新潟県 阿賀野市 県道白根安田線 安田橋 橋梁 修繕
新潟県 三条市 国道２８９号 石上小橋 橋梁 修繕
新潟県 十日町市 国道２５２号 市之沢橋０３６０ 橋梁 修繕
新潟県 糸魚川市 国道１４８号 姫六橋 橋梁 修繕
新潟県 魚沼市 県道下折立浦佐停車場線 栄橋０９１９ 橋梁 修繕
新潟県 湯沢町 県道湯沢温泉線 湯元橋 橋梁 修繕
新潟県 五泉市 県道猿和田五泉線 太川橋 橋梁 修繕
新潟県 長岡市 県道長岡西山線 宮本橋 橋梁 修繕
新潟県 佐渡市 県道佐渡一周線 夕映橋 橋梁 修繕
新潟県 胎内市 県道新潟新発田村上線 新大日橋 橋梁 修繕
新潟県 長岡市 県道柏崎高浜堀之内線 三十河原橋 橋梁 修繕
新潟県 長岡市 県道長岡中之島見附線 太田川橋０１７５ 橋梁 修繕
新潟県 十日町市 国道２５３号 炭坑橋 橋梁 修繕
新潟県 糸魚川市 国道１４８号 堀切橋５０２８ 橋梁 修繕
新潟県 糸魚川市 国道１４８号 根知川大橋 橋梁 修繕
新潟県 魚沼市 県道広神小出線 七日市跨道橋 橋梁 修繕
新潟県 上越市 県道上牧棚広線 上牧橋 橋梁 修繕
新潟県 新発田市 県道住吉上館線 三光橋 橋梁 修繕
新潟県 佐渡市 県道佐渡一周線 安田川橋 橋梁 修繕
新潟県 佐渡市 県道両津真野赤泊線 川茂大橋 橋梁 修繕
新潟県 阿賀野市 国道４６０号 阿賀浦橋 橋梁 修繕
新潟県 見附市 県道見附栃尾線 鳴鹿橋 橋梁 修繕
新潟県 見附市 県道見附栃尾線 太田跨線橋 橋梁 修繕
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新潟県 長岡市 県道山田中潟線 今宮橋 橋梁 修繕
新潟県 長岡市 県道柏崎高浜堀之内線 天ヶ沢橋 橋梁 修繕
新潟県 柏崎市 県道柏崎高浜堀之内線 新宮川橋 橋梁 修繕
新潟県 上越市 国道２５３号 上吉野橋 橋梁 修繕
新潟県 上越市 県道新井柿崎線 野尻橋５８４１ 橋梁 修繕
新潟県 上越市 県道新井柿崎線 猫沢橋 橋梁 修繕
新潟県 上越市 県道新井柿崎線 砂川橋 橋梁 修繕
新潟県 佐渡市 県道佐渡一周線 大倉川橋 橋梁 修繕
新潟県 佐渡市 県道佐渡一周線 隠坂橋 橋梁 修繕
新潟県 魚沼市 国道２５２号 明神橋０３１２ 橋梁 修繕
新潟県 魚沼市 県道二分栃尾線 大平橋０１５６ 橋梁 修繕
新潟県 糸魚川市 上越糸魚川自転車道線 鱗崎橋 橋梁 修繕
新潟県 刈羽村 県道礼拝長岡線 島田橋７０３７ 橋梁 修繕
新潟県 柏崎市 県道向山西山停車場線 浜忠橋 橋梁 修繕
新潟県 魚沼市 国道２５２号 茂尻橋 橋梁 修繕
新潟県 五泉市 県道新津村松線 石曽根１号橋 橋梁 修繕
新潟県 阿賀町 県道新発田津川線 日之出橋 橋梁 修繕
新潟県 南魚沼市 県道一村尾大崎線 田川橋０９６４ 橋梁 修繕
新潟県 柏崎市 県道柏崎港線 鵜川橋 橋梁 修繕
新潟県 柏崎市 県道長岡西山線 荒谷橋０１８４ 橋梁 修繕
新潟県 柏崎市 県道柏崎高浜堀之内線 坂田川橋 橋梁 修繕
新潟県 柏崎市 国道３５２号 大田橋 橋梁 修繕
新潟県 柏崎市 県道礼拝長岡線 野崎橋 橋梁 修繕
新潟県 上越市 国道２５３号 無名橋５０７２ 橋梁 修繕
新潟県 上越市 県道新井柿崎線 下堰橋 橋梁 修繕
新潟県 糸魚川市 県道川尻小谷糸魚川線 谷内川橋６５９９ 橋梁 修繕
新潟県 長岡市 県道田代小国線 高生橋 橋梁 修繕
新潟県 上越市 国道２５３号 中津橋 橋梁 修繕
新潟県 阿賀町 県道新発田津川線 大倉橋５６８１ 橋梁 修繕
新潟県 柏崎市 県道野田西本線 無名橋７２５２ 橋梁 修繕
新潟県 柏崎市 県道東柏崎停車場比角線 新田橋６３８３ 橋梁 修繕
新潟県 柏崎市 県道松代高柳線 仲倉橋 橋梁 修繕
新潟県 上越市 国道４０３号 坊金橋 橋梁 修繕
新潟県 柏崎市 県道柏崎停車場線 しんかい橋 橋梁 修繕
新潟県 柏崎市 県道長岡西山線 大津大橋 橋梁 修繕
新潟県 柏崎市 県道礼拝長岡線 竹山橋 橋梁 修繕
新潟県 柏崎市 国道３５２号 長橋歩道橋 橋梁 修繕
新潟県 柏崎市 国道２５２号 山崎橋５０３１ 橋梁 修繕
新潟県 上越市 県道柳島信濃坂線 柳島橋 橋梁 修繕
新潟県 十日町市 当間土市停車場線 漆島橋 橋梁 修繕
新潟県 十日町市 西枯木又堀之内線 前の沢橋 橋梁 修繕
新潟県 柏崎市 国道２５２号 無名橋５０３９ 橋梁 修繕
新潟県 柏崎市 県道鯨波宮川線 城の口橋 橋梁 修繕
新潟県 柏崎市 国道３５２号 無名橋５３１５ 橋梁 修繕
新潟県 柏崎市 県道柏崎高浜堀之内線 無名橋５７４６ 橋梁 修繕
新潟県 上越市 県道柿崎牧線 無名橋６１４２ 橋梁 修繕
新潟県 佐渡市 県道佐渡一周線 河口川橋 橋梁 修繕
新潟県 佐渡市 県道佐渡一周線 川端橋５９９７ 橋梁 修繕
新潟県 新発田市 県道住吉上館線 締切橋 橋梁 修繕
新潟県 魚沼市 国道２５２号 砂田橋０３０９ 橋梁 修繕
新潟県 長岡市 国道３５１号 永盛橋０２９５ 橋梁 修繕
新潟県 加茂市 県道長岡栃尾巻線 無名橋７５４１ 橋梁 修繕
新潟県 加茂市 県道長岡栃尾巻線 無名橋７５４２ 橋梁 修繕
新潟県 魚沼市 県道浦佐小出線 福山橋 橋梁 修繕
新潟県 阿賀町 県道新発田津川線 伊勢宮橋 橋梁 修繕
新潟県 阿賀町 県道新発田津川線 伊勢宮橋歩道橋 橋梁 修繕
新潟県 阿賀町 県道二枚田狐窪線 荒沢村中橋 橋梁 修繕
新潟県 阿賀町 県道二枚田狐窪線 細工屋敷橋 橋梁 修繕
新潟県 阿賀町 国道４５９号 水沢橋０７９０ 橋梁 修繕
新潟県 阿賀町 国道４５９号 大沢畑橋 橋梁 修繕
新潟県 阿賀町 国道４５９号 徳石大橋 橋梁 修繕
新潟県 阿賀町 県道室谷津川線 栃堀橋 橋梁 修繕
新潟県 三条市 国道２８９号 桂沢橋０１４７ 橋梁 修繕
新潟県 三条市 国道２８９号 葛ヶ平沢橋 橋梁 修繕
新潟県 湯沢町 県道越後湯沢停車場岩原線 旭橋６７８２ 橋梁 修繕
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新潟県 南魚沼市 県道塩沢大和線 第二久曲川橋 橋梁 修繕
新潟県 佐渡市 ３５０号 新保橋０１１３ 橋梁 修繕
新潟県 佐渡市 県道佐渡一周線 大川橋１１３０ 橋梁 修繕
新潟県 佐渡市 県道佐渡一周線 沢崎橋 橋梁 修繕
新潟県 佐渡市 県道佐渡一周線 石名川橋 橋梁 更新
新潟県 柏崎市 県道黒部柏崎線 筬橋 橋梁 更新
新潟県 出雲崎町 ３５２号 小竹橋９１０６ 橋梁 更新
新潟県 佐渡市 県道佐渡一周線 北狄川橋 橋梁 更新
新潟県 長岡市 国道４０４号 天神橋５４３６ 橋梁 更新
新潟県 柏崎市 県道黒部柏崎線 無名橋６９８３ 橋梁 更新

新潟県トンネル長寿命化修繕計画
新潟県 十日町市 国道253号 薬師トンネル トンネル 修繕
新潟県 小千谷市 県道小千谷川口大和線 蘭木トンネル トンネル 修繕
新潟県 佐渡市 県道佐渡一周線 禿の高トンネル トンネル 修繕
新潟県 佐渡市 県道佐渡一周線 虫崎トンネル トンネル 修繕
新潟県 十日町市 国道252号 三坂トンネル トンネル 修繕
新潟県 十日町市 国道253号 鐙坂トンネル トンネル 修繕
新潟県 十日町市 国道252号 越ヶ沢トンネル トンネル 修繕
新潟県 柏崎市 国道252号 山中トンネル トンネル 修繕
新潟県 妙高市 県道妙高高原公園線 妙高トンネル トンネル 修繕
新潟県 佐渡市 県道佐渡一周線 内海府トンネル トンネル 修繕
新潟県 長岡市 県道柏崎高浜堀之内線 大積トンネル トンネル 修繕
新潟県 妙高市 県道飯山斑尾新井線 豊葦隧道 トンネル 修繕
新潟県 上越市 県道大潟高柳線 尾神トンネル トンネル 修繕
新潟県 阿賀町 国道459号 神無月隧道 トンネル 修繕
新潟県 阿賀町 国道459号 水無月隧道 トンネル 修繕
新潟県 十日町市 国道353号 東川トンネル トンネル 修繕
新潟県 津南町 国道353号 豊原トンネル トンネル 修繕
新潟県 十日町市 国道253号 田澤トンネル トンネル 修繕
新潟県 十日町市 国道353号 小谷トンネル トンネル 修繕
新潟県 十日町市 県道十日町当間塩沢線 当間トンネル トンネル 修繕
新潟県 十日町市 国道353号 鷹之巣トンネル トンネル 修繕

新潟県道路附属物等長寿命化修繕計画
新潟県 津南町 国道４０５号 清水川原スノーシェッド２号（１） 道路附属物等 修繕
新潟県 魚沼市 国道２５２号 大栃山スノーシェルター 道路附属物等 修繕
新潟県 十日町市 国道２５２号 越ヶ沢第２スノーシェッド 道路附属物等 修繕
新潟県 村上市 県道山熊田府屋停車場線 山熊田１号スノーシェッド 道路附属物等 修繕
新潟県 阿賀町 国道４５９号 師走（１－１）スノーシェッド 道路附属物等 修繕
新潟県 新発田市 県道滝谷上赤谷線 東赤谷スノーシェッド（３） 道路附属物等 修繕
新潟県 阿賀町 国道４５９号 水無月（１－２）スノーシェッド 道路附属物等 修繕
新潟県 阿賀町 国道４５９号 卯月スノーシェッド 道路附属物等 修繕
新潟県 柏崎市 国道３５３号 折居スノーシェッド 道路附属物等 修繕
新潟県 津南町 国道１１７号 灰雨スノーシェッド（２） 道路附属物等 修繕
新潟県 糸魚川市 国道１４８号 唐沢洞門（２） 道路附属物等 修繕
新潟県 十日町市 国道３５３号 清津峡スノーシェルター 道路附属物等 修繕
新潟県 魚沼市 県道小出守門線 平地スノーシェッド 道路附属物等 修繕
新潟県 十日町市 国道４０３号 室島スノーシェッド１号 道路附属物等 修繕
新潟県 糸魚川市 国道１４８号 北野洞門（２） 道路附属物等 修繕
新潟県 魚沼市 県道親柄大白川停車場線 田小屋スノーシェッド 道路附属物等 修繕
新潟県 糸魚川市 国道１４８号 寒谷洞門（２） 道路附属物等 修繕
新潟県 津南町 国道１１７号 灰雨スノーシェッド（３） 道路附属物等 修繕

新潟市橋梁長寿命化修繕計画
新潟市 新潟市 主要地方道新潟村松三川線 松浜橋歩道橋（左） 橋梁 修繕
新潟市 新潟市 市区町村道（その他）東3-246号線 新川橋 橋梁 修繕
新潟市 新潟市 主要地方道新潟新発田村上線 馬越跨線橋 橋梁 修繕
新潟市 新潟市 一般国道（指定区間外）４０３号 茅野山I.C橋 橋梁 修繕
新潟市 新潟市 主要地方道新潟中央環状線 大阿賀橋 橋梁 修繕
新潟市 新潟市 主要地方道新津村松線 新津跨線橋 橋梁 修繕
新潟市 新潟市 主要地方道白根安田線 大通川橋(1) 橋梁 修繕
新潟市 新潟市 主要地方道新潟中央環状線 大島橋 橋梁 修繕
新潟市 新潟市 市区町村道（１級）北上第６号覚路津線 北潟第6号橋 橋梁 修繕
新潟市 新潟市 市区町村道（その他）新津3-162号線 西島橋 橋梁 修繕
新潟市 新潟市 主要地方道新潟安田線 築上山橋 橋梁 修繕
新潟市 新潟市 市区町村道（その他）北6-44号線 南浜橋 橋梁 修繕
新潟市 新潟市 市区町村道（１級）金沢町18号新郷屋線 無名橋(405) 橋梁 修繕
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新潟市 新潟市 一般都道府県道豊栄太夫浜線 競馬場線橋 橋梁 修繕
新潟市 新潟市 市区町村道（その他）新津1-97号線 市之瀬第23号橋 橋梁 修繕
新潟市 新潟市 主要地方道新潟安田線 兄弟堀橋 橋梁 修繕
新潟市 新潟市 主要地方道新潟長浦水原線 導水橋 橋梁 修繕
新潟市 新潟市 市区町村道（１級）引越保坂線 西大通川1号橋 橋梁 修繕
新潟市 新潟市 市区町村道（１級）曽和インター信濃町線１号 有明大橋 橋梁 修繕
新潟市 新潟市 市区町村道（１級）文京町五十嵐二の町線２号 堀割橋 橋梁 修繕
新潟市 新潟市 主要地方道新潟中央環状線 新川橋(1) 橋梁 修繕
新潟市 新潟市 市区町村道（１級）引越保坂線 中部排水路１号橋 橋梁 修繕
新潟市 新潟市 市区町村道（その他）巻1-245号線 無名橋(15) 橋梁 修繕
新潟市 新潟市 一般国道（指定区間外）４０２号 魚見橋 橋梁 修繕
新潟市 新潟市 主要地方道白根西川巻線 中島橋(1) 橋梁 修繕
新潟市 新潟市 一般都道府県道今井巻線 鯉橋 橋梁 修繕
新潟市 新潟市 一般都道府県道今井巻線 稔橋 橋梁 修繕
新潟市 新潟市 市区町村道（その他）西南6-178号線 金巻橋 橋梁 修繕
新潟市 新潟市 市区町村道（１級）曽和インター信濃町線１号 高山小橋 橋梁 修繕
新潟市 新潟市 市区町村道（その他）巻1-363号線 赤鏥橋 橋梁 修繕
新潟市 新潟市 市区町村道（２級）広域３号線 大平橋 橋梁 修繕
新潟市 新潟市 市区町村道（その他）黒埼2-48号線 田潟小橋 橋梁 修繕
新潟市 新潟市 市区町村道（その他）巻1-304号線 和納1号橋 橋梁 修繕
新潟市 新潟市 一般国道（指定区間外）４０２号 獅子ケ鼻大橋 橋梁 更新
新潟市 点検

新潟市道路附属物等長寿命化修繕計画
新潟市 新潟市 主要地方道新潟新発田村上線 木崎歩道橋 道路附属物等 修繕
新潟市 新潟市 市区町村道（１級）戸頭保坂線 白根（1）横断歩道橋 道路附属物等 修繕

長岡市橋梁長寿命化修繕計画
長岡市 長岡市 市道東幹線53号線 無名橋（A0517-0） 橋梁 修繕
長岡市 長岡市 市道宮内159号線 無名橋（A1852-0） 橋梁 修繕
長岡市 長岡市 市道東幹線67号線 小畑橋 橋梁 修繕
長岡市 長岡市 市道栃尾田之口南中中線 向山橋 橋梁 修繕
長岡市 長岡市 市道栃尾半蔵金熊取沢線 向村橋 橋梁 修繕
長岡市 長岡市 市道344号線 宝田橋 橋梁 更新

三条市橋梁長寿命化修繕計画
三条市 三条市 市道(その他)濁沢線 守門橋 橋梁 修繕
三条市 三条市 市道(その他)旧国道大荒田線 堰下橋 橋梁 修繕
三条市 三条市 市道(その他)新屋鹿熊線 鹿熊橋 橋梁 修繕
三条市 三条市 市道(その他)大和田線 大和田橋 橋梁 修繕
三条市 三条市 市道(その他)外沢線 外沢橋 橋梁 修繕
三条市 三条市 市道(1級)福島新田乙4号線 渡前大橋 橋梁 修繕
三条市 三条市 市道(2級)高屋敷線 高屋敷橋 橋梁 修繕
三条市 三条市 市道(1級)五ノ町島田線 嵐川橋 橋梁 修繕

十日町市橋梁長寿命化修繕計画
十日町市 十日町市 市道停車場山本線 第3中沢橋 橋梁 修繕
十日町市 十日町市 市道本町西線 西田川橋 橋梁 修繕
十日町市 十日町市 市道松代海老東山線 新越道大橋 橋梁 修繕
十日町市 十日町市 市道西方線 清津峡橋 橋梁 修繕
十日町市 十日町市 市道坪野東山線 赤倉橋 橋梁 修繕
十日町市 十日町市 市道向山線 向山橋 橋梁 修繕
十日町市 十日町市 市道中島線 田中橋 橋梁 修繕

上越市橋梁長寿命化修繕計画
上越市 上越市 吉坪本線 吉坪橋 橋梁 修繕
上越市 上越市 清浄橋線 清浄橋 橋梁 修繕
上越市 上越市 藤新田春日山町三丁目線 笹川橋 橋梁 修繕
上越市 上越市 上中島新田宮ノ下線 平成橋 橋梁 修繕
上越市 上越市 関根南中島線 大熊川橋 橋梁 修繕
上越市 上越市 山口線 車路橋 橋梁 修繕
上越市 上越市 須田線 金山橋 橋梁 修繕
上越市 上越市 東田中下中条線 新保橋 橋梁 修繕
上越市 上越市 保健所東通線 笹川橋 橋梁 修繕
上越市 上越市 上千原東中島線 若鷹橋 橋梁 修繕
上越市 上越市 東頸城幹線 谷川上橋 橋梁 修繕

佐渡市橋梁長寿命化修繕計画
佐渡市 佐渡市 市道(その他)後尾1号線 後尾５号橋 橋梁 修繕

魚沼市橋梁長寿命化修繕計画
魚沼市 魚沼市 市区町村道（その他）宇津野５０号線 白光岩橋 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
新潟県

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

南魚沼市橋梁長寿命化修繕計画
南魚沼市 南魚沼市 国道宇津野線 南原橋 橋梁 修繕
南魚沼市 南魚沼市 大福寺線 大福寺橋 橋梁 修繕
南魚沼市 南魚沼市 門前大桑原線 門前上橋 橋梁 修繕
南魚沼市 南魚沼市 下渡船場線 美佐島橋 橋梁 修繕

弥彦村橋梁長寿命化修繕計画
弥彦村 弥彦村 市区町村道（その他）広域幹線10号線 魵穴大橋 橋梁 修繕



新 潟 県

水管理・国土保全局



令和４年度補正予算　河川事業（直轄・新潟県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費

荒川 荒川 一般河川改修事業 300 ※ 村上市
むらかみし

阿賀野川 阿賀野川 一般河川改修事業 593 ※ 新潟市
にいがたし

、阿賀野市
あがのし

信濃川 信濃川下流 一般河川改修事業 1,677 ※ 新潟市
にいがたし

、田上町
たがみまち

信濃川 信濃川 一般河川改修事業 5,505 ※ 長岡市
ながおかし

、燕市
つばめし

関川 関川 一般河川改修事業 150 ※ 上越市
じょうえつし

姫川 姫川 一般河川改修事業 75 ※ 糸魚川市
いといがわし

荒川 荒川 河川維持修繕事業 260 ※ 関川
せきかわ

村
むら

～河口
かこう

阿賀野川 阿賀野川 河川維持修繕事業 352 ※ 阿賀野市
あがのし

～河口
かこう

信濃川 信濃川下流 河川維持修繕事業 328 ※ 燕市
つばめし

、長岡市
ながおかし

～河口
かこう

信濃川 信濃川 河川維持修繕事業 265 ※ 十日町市
とおかまちし

～長岡市
ながおかし

関川 関川 河川維持修繕事業 222 ※ 上越市
じょうえつし

～河口
かこう

姫川 姫川 河川維持修繕事業 18 ※

阿賀野川 総合水系環境整備事業 56 新潟市
にいがたし

・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・新潟県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

信濃川 信濃川 河川災害復旧等関連緊急事業 1,454　 津南町
つなんまち

荒川 春木山大沢川 河川災害復旧等関連緊急事業 500　 村上市
むらかみし

鵜川 鵜川 事業間連携河川事業 90　 柏崎市
かしわざきし

信濃川 浄土川 大規模特定河川事業 300　 長岡市
ながおかし

阿賀野川　外 福島潟放水路　外 河川メンテナンス事業 468　 ※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・新潟県）

※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

新潟県 新潟市
にいがたし

阿賀野川 福島潟放水路 福島潟放水路

新潟県 新潟市
にいがたし

信濃川 通船川 津島屋閘門排水機場

新潟県 新潟市
にいがたし

信濃川 通船川 山の下閘門排水機場

新潟県 長岡市
ながおかし

信濃川 大平沢川 大平沢川排水機場

特定構造物更新事業



新潟県

　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 荒川大石ダム 25

信濃川三国川ダム 20

・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



新潟県

　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。

( 1,022)

河川整備事業費 1,022 

　河川総合開発事業費補助

( 75)

　　建 設 工 事 75 

( 75)

儀明川ダム 75 

　治水ダム等建設事業費補助

( 947)

　　建 設 工 事 947 

( 947)

鵜川ダム 947 

・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・新潟県）

（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 加茂市、三条市、五泉市、村上市、新発田市、佐渡市 562 ※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・新潟県）

別　　　紙

実施主体 市町村名 水系名 河川名 ダム名

加茂市 信濃川 下条川 下条川ダム

三条市 信濃川 笠堀川 笠堀ダム

五泉市 阿賀野川 早出川 早出川ダム

村上市 三面川 三面川 三面ダム

新発田市 加治川 内倉川 内の倉ダム

新発田市 加治川 加治川 加治川治水ダム

佐渡市 国府川 大野川 大野川ダム

三条市 信濃川 五十嵐川 大谷ダム

新潟県



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

だいげんたがわ だいげんたがわだい１ごうさぼうえんていかいちく

湯沢砂防 砂防 信濃川下流 魚野川 大源太川 大源太川第１号砂防堰堤改築 南魚沼郡 湯沢町 土樽 砂防堰堤工 100
こうだながわ こうだながわさぼうえんていぐん

信濃川下流 魚野川 高棚川 高棚川砂防堰堤群 南魚沼市 長崎 砂防堰堤工 220

合計 2 箇所 320
・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

事業費
（百万円）

備　考

令和４年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（新潟県　１／４）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

くずはじょうりゅうとこがためこうぐんかいちく

松本砂防 砂防 姫川 姫川 葛葉上流床固工群改築 糸魚川市 大所 床固工 100

合計 1 箇所 100
・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

事業費
（百万円）

備　考

令和４年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（新潟県　２／４）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

ふじさわがわ ふじさわがわだい３ごうさぼうえんてい

飯豊山系砂防 砂防 飯豊山系 荒川 藤沢川 藤沢川第３号砂防堰堤 岩船郡 関川村 中束 砂防堰堤工 69 ※
あらかわかりゅうどしゃ・りゅうぼくたいさくさぼうえんていかいちく

飯豊山系 荒川 荒川下流土砂・流木対策砂防堰堤改築 岩船郡、胎内市 関川村 下土沢、持倉、中束 砂防堰堤工 332 ※
しもつちざわ いいでかんないどしゃ・りゅうぼくてっきょ

飯豊山系 荒川 下土沢 飯豊管内土砂・流木撤去 岩船郡 関川村 下土沢 除石工 31

合計 3 箇所 432
・防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策（※）

事業費
（百万円）

備　考

令和４年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（新潟県　３／４）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

まとりがわ まとりがわかりゅうさぼうえんてい

阿賀野川河川 砂防 飯豊山系 阿賀野川 馬取川 馬取川下流砂防堰堤 東蒲原郡 阿賀町 荒沢 砂防堰堤工 110

合計 1 箇所 110
・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

事業費
（百万円）

備　考

令和４年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（新潟県　４／４）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種



砂防
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

大規模特定 あがのがわりゅういき（あがちく）

砂防等事業 阿賀野川 阿賀野川流域（阿賀地区） 東蒲原郡 阿賀町 石間 砂防堰堤工 40
すもんがわりゅういき

信濃川 守門川流域 三条市 牛野尾 砂防堰堤工 10
おおたがわりゅういき

信濃川 太田川流域 長岡市 村松町外 砂防堰堤工 103
うおのがわりゅういき（うおぬまちく）

信濃川 魚野川流域（魚沼地区） 南魚沼市外 滝谷外 砂防堰堤工 83
しなのがわりゅういき（とおかまちちく）

信濃川 信濃川流域（十日町地区） 十日町市 中条上町外 砂防堰堤工 143
やしろがわりゅういき

関川 矢代川流域 妙高市 西野谷 砂防堰堤工 40
ねちがわりゅういき

姫川 根知川流域 糸魚川市 梶山外 砂防堰堤工 80
うかわりゅういき

鵜川 鵜川流域 柏崎市 黒滝 砂防堰堤工 40
はやかわりゅういき

早川 早川流域 糸魚川市 大平外 砂防堰堤工 153
みょうごさわ

信濃川 みょうご沢 小千谷市 岩沢 砂防堰堤工 10

小計 10箇所 702

・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（新潟県　1/6）

所在地事業区分 水系名 渓流名



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 おとよしがわ

砂防等事業 信濃川 乙吉川 長岡市 乙吉町 砂防堰堤工 56
きたやまがわ

関川 北山川 上越市 浦川原区小谷島 砂防堰堤工 60

小計 2箇所 116

12箇所 818
・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（新潟県　2/6）

事業区分 水系名 渓流名 所在地



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 しぶみがわりゅういき

砂防等事業 渋海川流域 十日町市 松之山外 集水井工 82
ほくらがわりゅういき

保倉川流域 上越市 安塚区坊金外 横ボーリング工 136
くしいけがわりゅういき

櫛池川流域 上越市 清里区北野外 横ボーリング工 32
べっしょがわりゅういき

別所川流域 上越市 板倉区国川外 集水井工 64
ばばがわりゅういき

馬場川流域 妙高市 上小沢外 横ボーリング工 63
ながさわがわりゅういき

長沢川流域 妙高市 下平丸外 横ボーリング工 48
さばいしがわりゅういき

鯖石川流域 柏崎市 山澗外 アンカー工 11
かきざきがわりゅういき

柿崎川流域 上越市 柿崎区黒岩 集水井工 15
くわとりがわりゅういき

桑取川流域 上越市 上綱子 横ボーリング工 16
なだちがわりゅういき

名立川流域 上越市 名立区坪山外 横ボーリング工 31
のうがわりゅういき

能生川流域 糸魚川市 鷲尾外 集水井工 74

11箇所 572
・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（新潟県　3/6）

事業区分 水系名 箇所名 所在地



急傾斜
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

大規模特定 かりやたがわりゅういき

砂防等事業 刈谷田川流域 長岡市 栃尾大野町外 法面工外 208

あぶるまがわりゅういき

破間川流域 魚沼市 穴沢外 落石対策工外 18

2箇所 226
・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（新潟県　4/6）

事業区分 水系名 箇所名 所在地



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 のだ

事業 野田外 上越市外 牧区切光外 老朽化対策 1,590

1箇所 1,590
・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（新潟県　5/6）

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

かみえざわかわ

新潟県 村上市 上江沢川　外 上江沢川第１号堰堤　等 砂防堰堤工　等 改築
しもくわえざわかわ

関川村 下鍬江沢川　外 下鍬江沢川第１号堰堤　等 砂防堰堤工　等 改築
すまきがわ

胎内市 須巻川 須巻川第1号堰堤 砂防堰堤工 改築　
あかさきちく

阿賀町 赤崎地区 赤崎地すべり防止施設 集水井工 更新
やがわ

弥彦村 矢川 矢川第1号堰堤 砂防堰堤工 改築　
おおこうづうがんほか１ちく

燕市 大河津右岸他１地区 大河津右岸他１地区 集水井工 改築　
やづ

長岡市 矢津　外 矢津地すべり防止施設　等 集水井工　等 改築
ちやがわちく

小千谷市 千谷川地区 千谷川急傾斜地崩壊防止施設 法面工 改築
いしぐろちく

柏崎市 石黒地区 石黒地すべり防止施設 集水井工 改築　
いもざやしんでん

魚沼市 芋鞘新田　外 芋鞘新田地すべり防止施設　等 集水井工　等 改築　等
まつのやまちく

十日町市 松之山地区　外 松之山地すべり防止施設　等 集水井工　等 改築
のだちく

上越市 野田地区　外 野田地すべり防止施設　等 集水井工　等 改築
よしおざわ

妙高市 よしお沢　外 よしお沢地すべり防止施設　等 集水井工　等 改築
たかくらがわ

糸魚川市 高倉川　外 高倉川第１号堰堤　等 砂防堰堤工　等 改築

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（新潟県　6/6）

事業主体名 市町村名
渓流名
箇所名



北陸地方整備局（新潟県） （単位：百万円）

海岸保全施設整備事業 新潟海岸 新潟
にいがた

市
し

600

新潟県　計 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

令和４年度補正　配分予算
（水管理・国土保全局海岸室所管　直轄海岸事業）

事　業　名 海岸名 市町村名 事業費 備考



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

こうだながわ うおのがわさぼうえんていぐん

湯沢砂防 砂防 信濃川下流 魚野川 高棚川 魚野川砂防堰堤群 南魚沼市 長崎 砂防堰堤工 120

合計 1 箇所 120

令和４年度　直轄砂防事業箇所別調書（ゼロ国）（新潟県　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



新　潟　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：　新潟県

（単位：百万円）

整備 国営越後丘陵公園 長岡市 20

維持管理 国営越後丘陵公園 長岡市 227 うち５か年加速化対策　75百万円

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



※市町村名は令和４年１１月１日現在
種　　　別：　国営公園
所　　　管：　国土交通省
都道府県名：　新潟県

（単位：百万円）

整備 国営越後丘陵公園 長岡市 71

令和４年度　補正予算箇所表（ゼロ工事国債）

工種 公園名 市町村名 事業費 備考



令和４年度　補正予算配分

一般会計　（組織）国土交通本省　 新潟県

（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

1,332,800 67,800 1,400,600

小千谷市 小千谷市 継続 西小千谷市街地地区 1/2 666,400 33,900 700,300

387,400 24,400 411,800

見附市 見附市 継続 第２期見附駅周辺地区 1/2 193,700 12,200 205,900

1,720,200 92,200 1,812,400

合計 860,100 46,100 906,200

内示額について、下段を国費とする。



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：新潟県 (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 (都) 飯門田新田線 上越市
上越魚沼地域振興快速道路アク
セス

10 ※

※防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策

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１１月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：新潟県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業主体 事業費 備考

補助事業

踏切道改良計画事業 十日町市 稲荷町踏切道 十日町市 4



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：新潟県 (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 新潟県 新潟県無電柱化推進計画事業 15 (一)長岡中之島見附線〔長岡市〕

※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：新潟県 (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） 新潟県 新潟県通学路緊急対策推進計画 3,307

三川小学校、堀之内小学校、見附小学校、名木野小
学校、五泉小学校、井栗小学校、長沢小学校、十日
町小学校、松長小学校、柿崎小学校、三郷小学校、
南本町小学校、保倉小学校、水沢小学校、蓮野小学
校、浦瀬小学校、越路西小学校、石坂小学校、福戸
小学校、津南小学校、湯沢小学校、おおまき小学
校、塩沢小学校、赤石小学校、中之島小学校、南小
学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 新潟市 新潟市通学路緊急対策推進計画 11
潟東小学校、巻北小学校、岩室小学校、女池小学
校、松野尾小学校、沼垂小学校、曽根小学校、中之
口東小学校、和納小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 長岡市 新潟県長岡市通学路緊急対策推進計画 49
岡南小学校、四郎丸小学校、信条小学校、中之島中
央小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 三条市 新潟県三条市通学路緊急対策推進計画 190 須頃小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 燕市 新潟県燕市通学路緊急対策推進計画 56 燕北小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 上越市 新潟県上越市通学路緊急対策推進計画 59 高田西小学校、大手町小学校、里公小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 南魚沼市 新潟県南魚沼市通学路緊急対策推進計画 30 城内小学校、薮神小学校、六日町小学校



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１１月１日現在で作成 

所　　  管：国土交通省

都道府県名：新潟県 (単位: 百万円) 

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

交通安全対策（通学路緊急対策） 胎内市 新潟県胎内市通学路緊急対策推進計画 30 胎内小学校、中条小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 弥彦村 新潟県弥彦村通学路緊急対策推進計画 9 弥彦小学校



港 湾 局

(単位：百万円)

単年度支出 ゼロ国債 合　計
新潟県
新潟県
新潟県国際拠点港湾 新 潟 新 潟 県 小 計 1,342 1,760 3,102
新潟県 直 轄 1,342 1,760 3,102
新潟県
新潟県重 要 港 湾 両 津 新 潟 県 小 計 606 606 離島
新潟県 直 轄 606 606 離島
新潟県

1,948 1,760 3,708

新 潟 県

合　　　　計

令 和 ４ 年 度　 港 湾 整 備 事 業 予 算 

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



港 湾 局

(単位：百万円)

単年度支出 ゼロ国債 合　計

老 朽 化 対 策 新 潟 新 潟 県 小 計 60 60

補 助 60 60

両 津 新 潟 県 小 計 80 80 離島

補 助 80 80 離島

140 140

新 潟 県

令 和 ４ 年 度　 海 岸 事 業 予 算

事 業 種 別 海 岸 名
事　　業　　費

海岸管理者 摘　　要

事 業 区 分

令 和 ４ 年 度 第 ２ 次 補 正 予 算

合　　　　計
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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 

 

 

 

 

 



- 6 - 
 

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年度第２次補正予算　船舶交通安全基盤整備事業　全国箇所表

[直轄事業]

（単位：百万円）

防災・減災、国土強靱化のための５
か年加速化対策

海上保安庁 0 1,125 0

第一管区海上保安本部 18 407 328

第二管区海上保安本部 17 745 333

第三管区海上保安本部 19 399 236

第四管区海上保安本部 8 348 280

第五管区海上保安本部 12 370 208

第六管区海上保安本部 10 276 37

第七管区海上保安本部 21 1,197 919

第八管区海上保安本部 9 66 11

第九管区海上保安本部 12 125 55

第十管区海上保安本部 16 1,620 290

第十一管区海上保安本部 7 160 109

合　　　　　　　　　計 149 6,839 2,806

※維持管理費については、事業箇所に計上していない。

※端数処理の関係で、合計額は必ずしも一致しない。

区　　　　分 事業箇所数 船舶交通安全基盤整備事業

第十一管区

海上保安庁

第三管区

第二管区

第一管区

第九管区

第八管区

第七管区

第六管区

第四管区第五管区

第十管区



管区 事業箇所名 事業箇所数

一 チキウ岬船舶交通安全基盤整備事業 1

栄浜埼船舶交通安全基盤整備事業 1

金田ノ岬船舶交通安全基盤整備事業 1

元地船舶交通安全基盤整備事業 1

江差港船舶交通安全基盤整備事業 1

山臼漁港船舶交通安全基盤整備事業 1

宗谷岬船舶交通安全基盤整備事業 1

小樽港船舶交通安全基盤整備事業 1

松前小島船舶交通安全基盤整備事業 1

神威岬船舶交通安全基盤整備事業 1

青苗岬船舶交通安全基盤整備事業 1

積丹岬船舶交通安全基盤整備事業 1

天売島船舶交通安全基盤整備事業 1

登栄床漁港船舶交通安全基盤整備事業 1

椴法華港船舶交通安全基盤整備事業 1

苫小牧港船舶交通安全基盤整備事業 1

日和山船舶交通安全基盤整備事業 1

白神岬船舶交通安全基盤整備事業 1

小計 18

二 陸奥大島船舶交通安全基盤整備事業 1

酒田港船舶交通安全基盤整備事業 1

秋田船川港船舶交通安全基盤整備事業 1

尻屋埼船舶交通安全基盤整備事業 1

青森港船舶交通安全基盤整備事業 1

仙台塩釜港船舶交通安全基盤整備事業 1

鼠ケ関船舶交通安全基盤整備事業 1

大間埼船舶交通安全基盤整備事業 1



管区 事業箇所名 事業箇所数

入道埼船舶交通安全基盤整備事業 1

八戸港船舶交通安全基盤整備事業 1

八戸尾埼日出岩船舶交通安全基盤整備事業 1

飛島船舶交通安全基盤整備事業 1

北浦漁港船舶交通安全基盤整備事業(秋田県) 1

本荘港船舶交通安全基盤整備事業 1

龍飛埼船舶交通安全基盤整備事業 1

艫作埼船舶交通安全基盤整備事業 1

魹ケ埼船舶交通安全基盤整備事業 1

小計 17

三 伊豆大島船舶交通安全基盤整備事業 1

磯埼船舶交通安全基盤整備事業 1

浦賀水道航路船舶交通安全基盤整備事業 1

京浜港船舶交通安全基盤整備事業 1

金谷漁港船舶交通安全基盤整備事業 1

犬吠埼船舶交通安全基盤整備事業 1

御前埼船舶交通安全基盤整備事業 1

鹿島港船舶交通安全基盤整備事業 1

洲埼船舶交通安全基盤整備事業 1

神子元島船舶交通安全基盤整備事業 1

神津島船舶交通安全基盤整備事業 1

石廊埼船舶交通安全基盤整備事業 1

千葉港船舶交通安全基盤整備事業 1

田子の浦港船舶交通安全基盤整備事業 1

富崎漁港船舶交通安全基盤整備事業 1

舞阪船舶交通安全基盤整備事業 1

門脇埼船舶交通安全基盤整備事業 1

野島埼船舶交通安全基盤整備事業 1



管区 事業箇所名 事業箇所数

剱埼船舶交通安全基盤整備事業 1

小計 19

四 伊良湖水道航路船舶交通安全基盤整備事業 1

佐久島漁港船舶交通安全基盤整備事業 1

三河港船舶交通安全基盤整備事業 1

松ケ崎漁港船舶交通安全基盤整備事業 1

大王埼船舶交通安全基盤整備事業 1

尾鷲港船舶交通安全基盤整備事業 1

名古屋港船舶交通安全基盤整備事業 1

猟師漁港船舶交通安全基盤整備事業 1

小計 8

五 カンタマ南船舶交通安全基盤整備事業 1

高知港船舶交通安全基盤整備事業 1

阪南港船舶交通安全基盤整備事業 1

室津港船舶交通安全基盤整備事業(兵庫県) 1

神戸港船舶交通安全基盤整備事業 1

孫埼船舶交通安全基盤整備事業 1

大阪港船舶交通安全基盤整備事業 1

潮岬船舶交通安全基盤整備事業 1

尼崎西宮芦屋港船舶交通安全基盤整備事業 1

明石海峡航路船舶交通安全基盤整備事業 1

友ヶ島船舶交通安全基盤整備事業 1

和田ノ鼻船舶交通安全基盤整備事業 1

小計 12

六 安芸灘南航路船舶交通安全基盤整備事業 1

音戸瀬戸船舶交通安全基盤整備事業 1

海老漁港船舶交通安全基盤整備事業 1

高松港船舶交通安全基盤整備事業 1



管区 事業箇所名 事業箇所数

周防野島船舶交通安全基盤整備事業 1

小市島船舶交通安全基盤整備事業 1

地蔵埼船舶交通安全基盤整備事業 1

東予港船舶交通安全基盤整備事業 1

備讃瀬戸東航路船舶交通安全基盤整備事業 1

備讃瀬戸南航路船舶交通安全基盤整備事業 1

小計 10

七 阿須湾漁港船舶交通安全基盤整備事業 1

関埼船舶交通安全基盤整備事業 1

関門港船舶交通安全基盤整備事業 1

亀川漁港船舶交通安全基盤整備事業 1

三井楽長崎鼻船舶交通安全基盤整備事業 1

三池港船舶交通安全基盤整備事業(福岡県) 1

若宮船舶交通安全基盤整備事業 1

勝本港船舶交通安全基盤整備事業 1

神埼船舶交通安全基盤整備事業 1

須佐漁港船舶交通安全基盤整備事業 1

水ノ子島船舶交通安全基盤整備事業 1

仙崎漁港船舶交通安全基盤整備事業 1

対馬瀬鼻船舶交通安全基盤整備事業 1

大島漁港船舶交通安全基盤整備事業(山口県) 1

大分港船舶交通安全基盤整備事業 1

長崎漁港船舶交通安全基盤整備事業(長崎県) 1

鶴御埼船舶交通安全基盤整備事業 1

東浦漁港船舶交通安全基盤整備事業(大分県) 1

豆酘埼船舶交通安全基盤整備事業 1

比田勝港船舶交通安全基盤整備事業 1

別府港船舶交通安全基盤整備事業(大分県) 1



管区 事業箇所名 事業箇所数

妙見埼船舶交通安全基盤整備事業 1

小計 22

八 久美浜港船舶交通安全基盤整備事業 1

経ケ岬船舶交通安全基盤整備事業 1

三度埼船舶交通安全基盤整備事業 1

西郷岬船舶交通安全基盤整備事業 1

石見大崎鼻船舶交通安全基盤整備事業 1

長尾鼻船舶交通安全基盤整備事業 1

美保関船舶交通安全基盤整備事業 1

舞鶴港船舶交通安全基盤整備事業 1

　小計 8

九 阿賀野川口船舶交通安全基盤整備事業 1

粟島船舶交通安全基盤整備事業 1

一里島船舶交通安全基盤整備事業 1

猿山岬船舶交通安全基盤整備事業 1

新潟港船舶交通安全基盤整備事業 1

大野船舶交通安全基盤整備事業 1

沢崎鼻船舶交通安全基盤整備事業 1

弾埼船舶交通安全基盤整備事業 1

鳥ケ首岬船舶交通安全基盤整備事業 1

伏木富山港船舶交通安全基盤整備事業 1

舳倉島船舶交通安全基盤整備事業 1

鰀目漁港船舶交通安全基盤整備事業 1

小計 12

十 トンビ埼船舶交通安全基盤整備事業 1

鞍埼水島船舶交通安全基盤整備事業 1

伊延港船舶交通安全基盤整備事業 1

一湊船舶交通安全基盤整備事業 1



管区 事業箇所名 事業箇所数

屋久島船舶交通安全基盤整備事業 1

戸崎鼻船舶交通安全基盤整備事業 1

国頭岬船舶交通安全基盤整備事業 1

細島船舶交通安全基盤整備事業 1

鹿児島港船舶交通安全基盤整備事業 1

種子島船舶交通安全基盤整備事業 1

水俣港船舶交通安全基盤整備事業 1

赤木名港船舶交通安全基盤整備事業 1

釣掛埼船舶交通安全基盤整備事業 1

都井岬船舶交通安全基盤整備事業 1

島間埼船舶交通安全基盤整備事業 1

内海港船舶交通安全基盤整備事業(宮崎県) 1

小計 16

十一 伊計島船舶交通安全基盤整備事業 1

伊平屋島船舶交通安全基盤整備事業 1

嘉比島船舶交通安全基盤整備事業 1

久米島船舶交通安全基盤整備事業 1

西埼船舶交通安全基盤整備事業 1

池間島船舶交通安全基盤整備事業 1

那覇港船舶交通安全基盤整備事業 1

小計 7

149合計



新 潟 県

不動産・建設経済局



新潟県
事業費

35.614

新潟県 35.614

事業名 事業主体 備考

令和４年度補正予算 配分箇所表
（不動産・建設経済局地籍整備課所管 補助事業）

（単位：百万円）

社会資本整備円滑化地籍整備事業費補助 十日町市

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）

（新潟県）
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

地域間の交流を強化する道路ネット
ワークの整備

新潟県 15,150

15,150

※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）

（新潟県）
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

雪や災害に強く県民の暮らしと命を
守る道路整備（防災・安全）

新潟県 1,155,831

新潟県国土強靭化地域計画に基づ
く道路の防災・減災対策の推進（防
災・安全）

新潟県 298,893

安全・安心して暮らせる新潟を支え
るみなとづくり（防災・安全）［重点］

新潟県 92,000

災害に強く豊かな環境を育む安全・
安心な地域づくり（防災・安全）【河
川・海岸】

新潟県,関川村,五泉市,阿賀野市,阿賀町,新潟
市,三条市,加茂市,燕市,弥彦村,田上町,長岡市,
見附市,小千谷市,十日町市,魚沼市,南魚沼市,津
南町,湯沢町,妙高市,村上市,新発田市,胎内市,
聖籠町,柏崎市,出雲崎町,刈羽村,上越市,糸魚川
市,佐渡市

913,500

災害に強く豊かな環境を育む安全・
安心な地域づくり（防災・安全）【河
川】重点

新潟県,関川村,五泉市,阿賀野市,阿賀町,新潟
市,三条市,加茂市,燕市,弥彦村,田上町,長岡市,
見附市,小千谷市,十日町市,魚沼市,南魚沼市,津
南町,湯沢町,妙高市,村上市,新発田市,胎内市,
聖籠町,柏崎市,出雲崎町,刈羽村,上越市,糸魚川
市,佐渡市

487,500

災害に強く豊かな環境を育む安全・
安心な地域づくり【砂防分野】（防
災・安全）

新潟県,新潟市,胎内市,魚沼市,湯沢町,三条市,
十日町市,見附市,糸魚川市,上越市,南魚沼市,弥
彦村

293,250

土砂災害に強い安全・安心な地域
づくり（防災・安全）（重点）

新潟県 133,000

災害に強く豊かな環境を育む安全・
安心な地域づくり（防災・安全）【下
水道】

新潟県,長岡市,柏崎市,新発田市,加茂市,十日町
市,見附市,村上市,燕市,糸魚川市,妙高市,五泉
市,阿賀野市,佐渡市,魚沼市,南魚沼市,胎内市,
聖籠町,弥彦村,田上町,阿賀町,出雲崎町,湯沢
町,津南町,関川村

941,600

災害に強く豊かな環境を育む安全・
安心な地域づくり（防災・安全）【流
域下水道】（重点）

新潟県 35,200

災害に強く豊かな環境を育む安全・
安心な地域づくり【港湾海岸】（防
災・安全）

新潟県 23,000

新潟県における老朽化した都市公
園ストックの重点的な改築・更新（防
災・安全）（第２期計画）

新潟県,柏崎市,加茂市,糸魚川市,五泉市 241,200

新潟県における災害に強く、安全・
安心・快適な都市公園づくり（防災・
安全）（第２期計画）

新潟県,加茂市,柏崎市,湯沢町,新発田市,糸魚川
市,十日町市,見附市,佐渡市

15,000



（新潟県）
防災・安全交付金 （単位：千円）

長岡市の雪や災害に強く安全・安
心な道路空間の形成（防災・安全）

長岡市 122,986

災害に強く豊かな環境を育む安全・
安心な地域づくり（防災・安全）【下
水道】（重点）

長岡市,柏崎市,十日町市,見附市,村上市,糸魚川
市,佐渡市,魚沼市,南魚沼市,田上町

225,000

長岡市における災害に強い安全・
安心な都市公園づくり

長岡市 54,000

雪に強く安全・安心に暮らせるまち
づくりの推進

三条市 286,578

災害に強く安心して暮らせるまちづ
くり（防災・安全）

三条市 29,530

柏崎市宅地耐震化推進事業（第二
次スクリーニング調査）（防災・安
全）

柏崎市 7,000

（上越市）雪や災害に強く、「人」の
命を守るため、「防災力」と「安全
性」を高めた上越の「みち」（第２期）
（防災・安全）

上越市 229,992

安全で安心な下水道施設整備（第２
期）

上越市 11,848

人と地域が輝く、安全・安心・快適な
都市公園づくり（防災・安全）

上越市 8,800

市町村道における雪や災害に強い
安全で安心な道路整備の推進（防
災・安全）

村上市,関川村,新発田市,阿賀野市,聖籠町,胎内
市,五泉市,阿賀町,燕市,弥彦村,加茂市,見附市,
出雲崎町,小千谷市,津南町,湯沢町,柏崎市,妙高
市,糸魚川市,佐渡市,粟島浦村,田上町,魚沼市,
南魚沼市,十日町市

483,260

新潟市下水道整備計画（防災・安
全）

新潟市 525,000

安全・安心な都市公園づくり 新潟市 16,000

6,629,968

※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）

（新潟県）
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

長岡市の安全で快適な道路ネット
ワークの形成

長岡市 18,216

信濃川流域における工業団地のア
クセス対策

長岡市 1,548

雪や災害に強く安全・安心・快適に
暮らせるまちづくりの推進　（第2期）

三条市 62,442

（上越市）「人」や「物」の移動を支え
る交通ネットワークの構築（第2期）

上越市 491

地域生活に密着した安全・安心を確
保する道づくり

村上市,阿賀野市,阿賀町,燕市,田上町,見附市,
小千谷市,魚沼市,妙高市,糸魚川市,佐渡市,加茂
市,出雲崎町

11,196

93,893

※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


