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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：福井県 (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8号 あわら市 金津道路 50

改築 国道8号 あわら市～越前市 福井バイパス 100

改築 国道8号 越前市～南越前町 8号防災 100

改築 国道8号 敦賀市 敦賀防災 50

改築 国道158号 大野市 大野油坂道路（大野東・和泉区間） 690

改築 国道158号 大野市 大野油坂道路（和泉・油坂区間） 11,000

改築 国道417号 池田町 冠山峠道路 100

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：福井県 (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27号 若狭町 福井27号交通安全対策 26

交通安全 国道161号 敦賀市 福井161号交通安全対策 57

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：福井県 (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27号 高浜町 福井27号電線共同溝 5 高浜町日置・青電線共同溝 5

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：福井県 (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8号 あわら市～敦賀市 福井8号維持管理 379

維持管理 国道27号 敦賀市～高浜町 福井27号維持管理 156

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：福井県 (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158号 大野市 大野油坂道路（和泉・油坂区間） 600

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：福井県 (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 （主） 丸岡川西線 坂井市 Ⅰ期区間 1,533

改築 （主） 丸岡川西線 坂井市 Ⅱ期区間 52

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：福井県 (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158号 大野市 和泉九頭竜 23

土砂災害対策 国道305号
福井市、越前町、
南越前町

鮎川越廼、越前梨子ヶ平～午房ケ
平、越前河野

401

土砂災害対策 (一) 大谷杉津線 敦賀市 大谷～元比田 51

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：福井県 (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） 福井県 福井県通学路緊急対策推進計画 232
名田庄小学校、北日野小学校、鹿谷小学校、美浜西
小学校、文殊小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 敦賀市 福井県敦賀市通学路緊急対策推進計画 122 敦賀西小学校、敦賀南小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 鯖江市 福井県鯖江市通学路緊急対策推進計画 64 進徳小学校、鳥羽小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 越前市 福井県越前市通学路緊急対策推進計画 72 白山小学校



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：福井県 (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 福井市 半田踏切道 福井県 82



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：福井県 (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 福井県 橋梁長寿命化修繕計画 2,069 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 福井県 トンネル長寿命化修繕計画 263 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 福井県 道路附属物等長寿命化修繕計画 94 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 福井市 橋梁長寿命化修繕計画 48 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 小浜市 橋梁長寿命化修繕計画 23 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 大野市 橋梁長寿命化修繕計画 16 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 勝山市 橋梁長寿命化修繕計画 81 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 あわら市 橋梁長寿命化修繕計画 20 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 越前市 橋梁長寿命化修繕計画 61 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：福井県 (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 越前町 橋梁長寿命化修繕計画 8 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 おおい町 橋梁長寿命化修繕計画 24 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
福井県

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

福井県橋梁長寿命化修繕計画
福井県 永平寺町 一般国道364号 鳴鹿橋 橋梁 修繕
福井県 福井市 県道福井朝日武生線 朝宮橋 橋梁 修繕
福井県 福井市 県道福井朝日武生線 朝宮橋側道橋 橋梁 修繕
福井県 福井市 県道福井四ヶ浦線 久喜津橋側道橋 橋梁 修繕
福井県 福井市 県道清水麻生津線 小羽橋側道橋 橋梁 修繕
福井県 福井市 県道篠尾勝山線 天神橋 橋梁 修繕
福井県 福井市 国道４１６号 東藤島高架橋（東側） 橋梁 修繕
福井県 福井市 県道福井加賀線 天池橋（下り）下流側 橋梁 修繕
福井県 福井市 国道４１６号 高屋橋 橋梁 修繕
福井県 福井市 県道福井今立線 稲津橋 橋梁 修繕
福井県 坂井市 県道三国春江線 三国大橋 橋梁 修繕
福井県 坂井市 県道龍ヶ鼻ダム公園線 龍ヶ鼻橋 橋梁 修繕
福井県 あわら市 県道トリムパークかなづ線 浦安橋 橋梁 修繕
福井県 あわら市 県道北潟湖畔自転車線 アイリスブリッジ 橋梁 修繕
福井県 勝山市 一般県道勝山丸岡線 滝波橋 橋梁 修繕
福井県 勝山市 一般国道　１５７号 女神新橋（下り） 橋梁 修繕
福井県 勝山市 一般国道　１５７号 木根橋３号橋 橋梁 修繕
福井県 勝山市 一般国道　１５７号 東山橋 橋梁 修繕
福井県 勝山市 一般国道　１５７号 小原大橋 橋梁 修繕
福井県 勝山市 一般国道４１６号 滝波新橋（上り） 橋梁 修繕
福井県 勝山市 一般国道４１６号 滝波新橋（下り） 橋梁 修繕
福井県 大野市 一般国道　１５８号 谷山橋 橋梁 修繕
福井県 大野市 一般国道　１５８号 尼頭橋 橋梁 修繕
福井県 大野市 一般国道　１５８号 深谷橋 橋梁 修繕
福井県 大野市 一般国道　１５８号 長谷川橋 橋梁 修繕
福井県 大野市 一般国道　１５８号 猿ヶ谷橋 橋梁 修繕
福井県 大野市 一般国道　１５８号 大洞橋 橋梁 修繕
福井県 大野市 一般国道　１５８号 多母谷橋 橋梁 修繕
福井県 大野市 一般県道大谷秋生大野線 箱ヶ瀬橋 橋梁 修繕
福井県 大野市 一般国道　１５７号 出豹谷橋 橋梁 修繕
福井県 南越前町 国道３０５号 甲楽城高架1号橋 橋梁 修繕
福井県 南越前町 国道３０５号 赤萩新橋 橋梁 修繕
福井県 南越前町 国道３０５号 上赤萩橋 橋梁 修繕
福井県 南越前町 県道杣山城址線 聖橋 橋梁 修繕
福井県 越前市 県道小曽原武生線 錦立体橋 橋梁 修繕
福井県 越前市 県道武生美山線 跨線２号橋 橋梁 修繕
福井県 池田町 国道４７６号 白粟橋 橋梁 修繕
福井県 鯖江市 （一）鯖江織田線 有定橋 橋梁 修繕
福井県 鯖江市 （一）青野鯖江線 吉川橋 橋梁 修繕
福井県 敦賀市 主要地方道　佐田竹波敦賀線 花城橋 橋梁 修繕
福井県 若狭町 一般国道　162号 双見２号橋 橋梁 修繕
福井県 おおい町 国道162号 骨谷三号橋 橋梁 修繕
福井県 おおい町 （一）赤礁崎公園線 志摩橋 橋梁 修繕
福井県 おおい町 （一）久坂中ノ畑小浜線 長瀬橋 橋梁 修繕
福井県 若狭町 （主）上中田烏線 井ノ口橋 橋梁 修繕
福井県 おおい町 国道162号 門谷橋 橋梁 修繕
福井県 小浜市 国道１６２号 大手橋 橋梁 更新
福井県 小浜市 国道１６２号 西津橋 橋梁 更新
福井県 坂井市 県道丸岡川西線 布施田橋 橋梁 更新

福井県トンネル長寿命化修繕計画
福井県 福井市 国道158号 市波第一トンネル トンネル 修繕
福井県 福井市 国道158号 小和清水奈良瀬トンネル トンネル 修繕
福井県 福井市 県道清水麻生津線 報郷トンネル トンネル 修繕
福井県 福井市 県道清水麻生津線 片山トンネル トンネル 修繕
福井県 坂井市 国道364号 小近庄トンネル トンネル 修繕
福井県 大野市 国道157号 真名峡トンネル トンネル 修繕
福井県 大野市 県道大谷秋生大野線 大谷トンネル トンネル 修繕
福井県 勝山市 国道157号 下荒井トンネル トンネル 修繕
福井県 勝山市 国道157号 谷トンネル トンネル 修繕
福井県 勝山市 国道157号 長山トンネル（上り） トンネル 修繕
福井県 勝山市 国道157号 長山トンネル（下り） トンネル 修繕
福井県 勝山市 国道157号 大渡トンネル トンネル 修繕
福井県 越前町 国道305号 呼鳥門トンネル トンネル 修繕
福井県 南越前町 国道３０５号 河野トンネル トンネル 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
福井県

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

福井県 越前市 県道武生米ノ線 干飯トンネル トンネル 修繕
福井県 敦賀市 県道竹波立石縄間線 白木トンネル トンネル 修繕
福井県 若狭町 国道162号 食見トンネル トンネル 修繕
福井県 若狭町 県道上中田烏線 田烏トンネル トンネル 修繕
福井県 高浜町 県道舞鶴野原港高浜線 三松トンネル トンネル 修繕
福井県 高浜町 県道舞鶴野原港高浜線 三松第二トンネル トンネル 修繕

福井県道路附属物等長寿命化修繕計画
福井県 大野市 一般国道　１５８号 仏原スノーシェッド 道路附属物等 修繕
福井県 大野市 一般国道　１５８号 湯上スノーシェッド 道路附属物等 修繕
福井県 大野市 一般国道　１５８号 七反滝スノーシェッド 道路附属物等 修繕
福井県 南越前町 県道広野大門線 荒井スノーシェッド 道路附属物等 修繕
福井県 池田町 一般国道４７６号 谷口スノーシェッド 道路附属物等 修繕
福井県 福井市 県道福井丸岡線 田原歩道橋 道路附属物等 修繕
福井県 福井市 県道吉野福井線 日の出歩道橋 道路附属物等 修繕
福井県 福井市 一般国道４１６号 幾久交番歩道橋 道路附属物等 修繕

福井市橋梁長寿命化修繕計画
福井市 福井市 市道中央2-430号線 中央2-430-経田1 橋梁 修繕
福井市 福井市 市道西部1-251号線 西部1-251-田ノ谷 橋梁 修繕
福井市 福井市 市道中央2-405号線 中央2-405-町屋3 橋梁 修繕
福井市 福井市 東部1-354号線 東部1-354-島橋 橋梁 修繕
福井市 福井市 西部2-180号線 安田橋 橋梁 修繕
福井市 福井市 中央2-265号線 中央2-265-二の宮5 橋梁 修繕
福井市 福井市 南部2-250号線 大河橋 橋梁 修繕
福井市 福井市 南部1-106号線 南部1-106-花堂中1 橋梁 修繕
福井市 福井市 豊島木田線 豊島木田-花堂東1-002 橋梁 修繕
福井市 福井市 福井川西線 玉川橋 橋梁 修繕
福井市 福井市 環状西線 環状西-町屋3 橋梁 修繕
福井市 福井市 市道311号線 市道311-三留-003 橋梁 修繕
福井市 福井市 西部1-133号線 西部1-133-西畑 橋梁 修繕
福井市 福井市 西部2-98号線 西部2-98-風尾 橋梁 修繕
福井市 福井市 市道102号線 市道102-平尾-001 橋梁 修繕
福井市 福井市 市道2号線 明寺橋 橋梁 修繕
福井市 福井市 北部1-171号線 北部1-171-古市2 橋梁 修繕
福井市 福井市 北部1-210号線 北部1-210-八重巻中 橋梁 修繕

小浜市橋梁長寿命化修繕計画
小浜市 小浜市 市道岡津村中線 尾葉川橋 橋梁 修繕
小浜市 小浜市 下根来足谷線 見昌寺橋 橋梁 修繕
小浜市 小浜市 田茂谷中央線 田茂谷中央線橋 橋梁 修繕

大野市橋梁長寿命化修繕計画
大野市 大野市 市道南新在家森目線 真名川大橋 橋梁 修繕

勝山市橋梁長寿命化修繕計画
勝山市 勝山市 市道10-37号線 下ノ橋 橋梁 修繕
勝山市 勝山市 市道9-42号線 下弁財天橋 橋梁 修繕
勝山市 勝山市 市道11-1号線 裏川橋 橋梁 修繕
勝山市 勝山市 市道2-1号線 新堂橋 橋梁 修繕
勝山市 勝山市 市道2-90号線 万年橋（歩道） 橋梁 修繕
勝山市 勝山市 市道1-49号線 伊知地一本橋 橋梁 修繕
勝山市 勝山市 市道9-22号線 新入村橋 橋梁 修繕

あわら市橋梁長寿命化修繕計画
あわら市 あわら市 市道水屋線 水屋橋 橋梁 修繕

越前市橋梁長寿命化修繕計画
越前市 越前市 市道第5004号線 高座橋 橋梁 修繕
越前市 越前市 市道第5153号線 長尾大橋 橋梁 修繕
越前市 越前市 市道第5277号線 加茂橋 橋梁 修繕
越前市 越前市 市道第8066号線 新堂第２橋 橋梁 修繕
越前市 越前市 市道第4201号線 無名橋221 橋梁 修繕
越前市 越前市 市道第4240号線 無名橋232 橋梁 修繕
越前市 越前市 市道第4241号線 無名橋233 橋梁 修繕
越前市 越前市 市道第5130号線 無名橋267 橋梁 修繕

越前町橋梁長寿命化修繕計画
越前町 越前町 四ツ杉・河内線 小根谷橋 橋梁 修繕
越前町 越前町 谷出線 谷出橋 橋梁 修繕

おおい町橋梁長寿命化修繕計画
おおい町 おおい町 続屋線 前田橋 橋梁 修繕
おおい町 おおい町 猿橋線 棚橋 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
福井県

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

おおい町 おおい町 出合永谷線 34号橋 橋梁 修繕
おおい町 おおい町 本郷野尻線 若宮橋2 橋梁 修繕



福 井 県

水管理・国土保全局



令和４年度補正予算　河川事業（直轄・福井県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費

北川 北川 一般河川改修事業 130 小浜市
おばまし

九頭竜川 九頭竜川 一般河川改修事業 754 福井市
ふくいし

九頭竜川 九頭竜川 河川都市基盤整備事業 138 福井市
ふくいし

北川 北川 河川維持修繕事業 32 若狭町
わかさちょう

～河口
かこう

九頭竜川 九頭竜川 河川維持修繕事業 227 永平寺町
えいへいじちょう

～河口
かこう

・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・福井県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

九頭竜川 底喰川 大規模特定河川事業 712　 福井市
ふ く い し

九頭竜川 大蓮寺川 大規模特定河川事業 268　 勝山市
かつやまし

九頭竜川 和田川 河川メンテナンス事業 30　 ※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・福井県）

※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

福井県 鯖江
さばえ

市
し

、越前
えちぜん

市
し

九頭竜川 和田川 和田川排水機場

特定構造物更新事業



福井県

　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 九頭竜川鳴鹿大堰 275

九頭竜川真名川ダム 138

河川総合開発事業 九頭竜川足羽川ダム 863

・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



福井県

　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。

( 301)

河川整備事業費 301 

　治水ダム等建設事業費補助

( 301)

　　建 設 工 事 301 

( 301)

吉野瀬川ダム 301 

・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・福井県）

（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 南越前町、大野市、坂井市、永平寺町、勝山市 431 ※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・福井県）

別　　　紙

実施主体 市町村名 水系名 河川名 ダム名

南越前町 九頭竜川 日野川 広野ダム

大野市 九頭竜川 真名川 笹生川ダム

坂井市 九頭竜川 竹田川 龍ヶ鼻ダム

永平寺町 九頭竜川 永平寺川 永平寺ダム

勝山市 九頭竜川 浄土寺川 浄土寺川ダム

福井県



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 びしゃかわ

砂防等事業 九頭竜川 毘紗川 鯖江市 尾花町 砂防堰堤工 112

さかいがたにかわ

南川 境ケ谷川 小浜市 東相生 砂防堰堤工 20

いねだにかわ

南川 井根谷川 小浜市 東相生 砂防堰堤工 62

3箇所 194
・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（福井県　1/4）

所在地事業区分 水系名 渓流名



急傾斜
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

まちづくり連携 にしきだだい2

砂防等事業 西木田第２ 福井市 西木田4丁目 擁壁工 57
しょうわまちさんちょうめ

昭和町3丁目 勝山市 昭和町3丁目 擁壁工 95

2箇所 152
・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（福井県　2/4）

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 にしあらいちく

事業 西荒井地区外 福井市外 西荒井町外 老朽化対策 250

１箇所 250
・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（福井県　3/4）

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

にしあらいちく

福井県 福井市 西荒井地区　外 西荒井地区急傾斜地崩壊防止施設　等 法面工　等 改築
みなみこうちがわ

永平寺町 南河内川 南河内川砂防堰堤 砂防堰堤工 改築
にのたにかわ

南越前町 二の谷川 二ツ屋川砂防堰堤 砂防堰堤工 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（福井県　4/4）

事業主体名 市町村名
渓流名
箇所名



福井県 （単位：百万円）

海岸メンテナンス事業 浜住海岸 福井市
ふ く い し

15 ※個別内容については、別紙参照

福井県　計 15

・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　補助海岸事業）

事　業　名 海岸名 市町村名 事業費 備考



令和４年度補正予算　海岸メンテナンス事業（補助・福井県）

※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

福井県 福井市 浜住海岸 離岸堤



福　井　県

都市局



令和４年度　補正予算配分

一般会計　（組織）国土交通本省　 福井県

（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

64,000 9,200 73,200

越前市 越前市 継続 本庁舎周辺地区 1/2 30,400 4,600 35,000 ５か年加速化対策分

64,000 9,200 73,200

合計 30,400 4,600 35,000

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：福井県 (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 福井市 半田踏切道 福井県 82



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：福井県 (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） 福井県 福井県通学路緊急対策推進計画 232
名田庄小学校、北日野小学校、鹿谷小学校、美浜西
小学校、文殊小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 敦賀市 福井県敦賀市通学路緊急対策推進計画 122 敦賀西小学校、敦賀南小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 鯖江市 福井県鯖江市通学路緊急対策推進計画 64 進徳小学校、鳥羽小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 越前市 福井県越前市通学路緊急対策推進計画 72 白山小学校



港 湾 局

(単位：百万円)

単年度支出 ゼロ国債 合　計
福井県
福井県
福井県重 要 港 湾 敦 賀 福 井 県 小 計 924 924
福井県 直 轄 924 924
福井県
福井県統 合 補 助 統 合 補 助 福 井 県 小 計 27 27
福井県 補 助 27 27
福井県

951 951

令 和 ４ 年 度　 港 湾 整 備 事 業 予 算 

合　　　　計

港　　格

福 井 県

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 和 田 福 井 県 小 計 10 10

補 助 10 10

10 10合　　　　計

海岸管理者
令 和 ４ 年 度 第 ２ 次 補 正 予 算

摘　　要

事 業 区 分
事　　業　　費

福 井 県

令 和 ４ 年 度　 海 岸 事 業 予 算

事 業 種 別 海 岸 名
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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）

（福井県）
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

国土強靭化地域計画に基づく県土
強靭化の推進（防災・安全）

福井県 786,145

安全で安心な道づくり（防災・安全）

福井県,福井市,敦賀市,小浜市,勝山市,鯖江市,
あわら市,越前市,坂井市,永平寺町,南越前町,越
前町,美浜町,若狭町,大野市,池田町,高浜町,お
おい町

413,649

人にやさしく快適な都市空間形成
（通学路等）（防災・安全）

福井県,福井市,敦賀市,小浜市 15,169

福井県全地域における総合的な浸
水対策等の推進（防災・安全）緊急
対策

福井県,福井市 650,000

福井県全地域における総合的な浸
水対策等の推進（防災・安全）

福井県,福井市,敦賀市,小浜市,勝山市,鯖江市,
あわら市,越前市,坂井市,池田町,南越前町,美浜
町,若狭町

1,362,000

福井県における総合的な土砂災害
対策の推進（防災・安全）

福井県,南越前町,越前市,若狭町,小浜市,鯖江
市,美浜町,大野市,勝山市,永平寺町,おおい町,
福井市,敦賀市

639,000

福井県における総合的な土砂災害
対策の推進（防災・安全）（重点）

福井県 180,000

福井県における循環のみちの実現
その３（防災・安全）

福井県 524,000

福井県における土砂災害警戒区域
等の指定による土砂災害対策の推
進（防災・安全）

福井県 10,000

福井県における総合的な海岸侵
食・越波対策、老朽化対策等の推
進（防災・安全）

福井県 88,000

福井県における安全・安心な都市
公園づくり（防災・安全）

福井県 17,600

福井県における盛土等の災害防止
の推進（防災・安全）

福井県 22,500

福井市における下水道施設の防
災・安全向上計画その３（防災・安
全）

福井市 153,000

敦賀市「清らかな水環境の再生　第
３期」計画（防災・安全）

敦賀市 79,900



（福井県）
防災・安全交付金 （単位：千円）

「御食国若狭おばま」における良好
な水環境形成、市街地の浸水対策
（その３）（防災・安全）

小浜市 38,500

勝山市における快適で安心安全な
生活空間の確保（防災・安全）

勝山市 30,610

勝山市における安全で安心な都市
公園づくり（防災・安全）

勝山市 15,000

鯖江市における快適で安全・安心な
生活の実現その３（防災・安全）

鯖江市 86,000

鯖江市安心で快適に暮らせるまち
の創造(防災・安全）

鯖江市 6,500

越前市における循環のみちの実現
（防災・安全）

越前市 15,450

永平寺町における下水道施設の的
確な更新、老朽化対策等の推進(防
災・安全)

永平寺町 116,000

美浜町下水道事業における効果的
整備計画（防災・安全）

美浜町 12,500

5,261,523

※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）

（福井県）
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

アクセス道路の整備による交通ネッ
トワークを強化する道づくり

福井県 294,250

安全で安心な道づくり

福井県,福井市,敦賀市,小浜市,大野市,勝山市,
鯖江市,あわら市,越前市,坂井市,永平寺町,池田
町,南越前町,越前町,美浜町,高浜町,おおい町,
若狭町

2,166

民間活力を活用した長尾山総合公
園の再整備事業

勝山市 75,000

北陸新幹線南越駅（仮称）周辺地区
都市再生整備計画

越前市 1,000

372,416

※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


