
山 梨 県
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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：山梨県 (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 南部町～市川三郷町 中部横断自動車道（富沢～六郷） 180

改築 国道20号 大月市 大月バイパス 50

改築 国道20号 大月市、甲州市 新笹子トンネル改修 265

改築 国道20号 笛吹市～甲府市  新山梨環状道路（広瀬～桜井） 50

改築 国道20号 甲斐市 新山梨環状道路(北部区間) 120

改築 国道138号 富士吉田市 新屋拡幅 80

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：山梨県 (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20号 大月市 山梨20号交通安全対策 150

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：山梨県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

甲府住吉電線共同溝（甲府市) 48

甲府国母電線共同溝（甲府市、昭和町) 6

甲府徳行電線共同溝（甲府市、甲斐市) 24

本栖精進電線共同溝（富士河口湖町) 85

鳴沢電線共同溝（鳴沢村) 77

富士北麓（２）電線共同溝（鳴沢村、富士河口湖町) 24

備考

186

電線共同溝 国道20号
甲府市、昭和町、
甲斐市

山梨20号電線共同溝 78

電線共同溝 国道139号
富士河口湖町、
鳴沢村

山梨139号電線共同溝

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：山梨県 (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20号 上野原市～北杜市 山梨20号維持管理 34

維持管理 国道52号 南部町～甲府市 山梨52号維持管理 64

維持管理 国道138号
富士吉田市
～山中湖村

山梨138号維持管理 33

維持管理 国道139号
富士河口湖町
～大月市

山梨139号維持管理 279

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：山梨県 (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 南部町～市川三郷町 中部横断自動車道（富沢～六郷） 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：山梨県 (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20号 上野原市～北杜市 山梨20号維持管理 150

維持管理 国道52号 南部町～甲府市 山梨52号維持管理 50

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：山梨県 (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137号
富士河口湖町、
笛吹市

河口～藤野木区間 37

改築 国道140号 甲府市、笛吹市 東部区間Ⅱ期 2,500

改築 国道411号 甲府市 和戸ＩＣアクセス 57

改築 （都） 高畑町昇仙峡線 甲府市 Ⅱ期工区 30

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：山梨県 (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 山梨県 山梨県無電柱化推進計画事業 1,440

(国)137号(河口工区)〔富士河口湖町〕、(国)137号(浅川工
区)〔富士河口湖町〕、(国)139号(下吉田Ⅱ期工区)〔富士
吉田市〕、(国)140号(東高橋工区)〔笛吹市〕、(国)141号(清
里工区)〔北杜市〕、(国)141号(南下条工区)〔韮崎市〕、
(国)411号(国玉工区)〔甲府市〕、(主)河口湖精進線(河口
工区)〔富士河口湖町〕、(主)甲府市川三郷線(押越工区)
〔昭和町〕、(主)甲府韮崎線(湯村Ⅱ期工区)〔甲府市〕、
(主)塩山勝沼線(塩山小屋敷工区)〔甲州市〕、(主)甲斐中
央線(飯喰工区)〔昭和町〕、(主)甲斐中央線(八田新田工
区)〔甲斐市〕、(主)甲斐中央線(築地新田工区)〔昭和町〕、
(主)甲斐中央線(山之神工区)〔昭和町〕、(主)甲府南アル
プス線(西八幡工区)〔甲斐市〕、(主)甲府南アルプス線(西
八幡Ⅱ期工区)〔甲斐市〕、(主)甲府市川三郷線(伊勢工
区)〔甲府市〕、(主)甲府韮崎線(湯村Ⅲ期工区)〔甲府市〕、
(主)甲府韮崎線(中下条Ⅰ期工区)〔甲斐市〕、(主)甲府韮
崎線(中下条Ⅱ期工区)〔甲斐市〕、(主)甲府韮崎線(中下
条Ⅲ期工区)〔甲斐市〕、(主)茅野北杜韮崎線(富士見ヶ丘
工区)〔韮崎市〕、(一)身延線(身延2工区)〔身延町〕、(一)平
林青柳線(天神中条工区)〔富士川町〕

（次ページにつづく）



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：山梨県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

無電柱化推進計画事業 山梨県 山梨県無電柱化推進計画事業

(一)中下条甲府線(飯田工区)〔甲府市〕、(都)桜井町敷島
線(千塚工区)〔甲斐市〕、(都)新環状･緑が丘ｱｸｾｽ線〔甲
府市〕、(都)大手二丁目浅原橋線(柳町工区)〔甲府市〕、
(都)田富町敷島線(仲新居)〔甲斐市〕、(都)田富町敷島線
(富竹1期)〔甲斐市〕、(都)田富町敷島線(富竹2期)〔甲斐
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：山梨県 (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） 山梨県 山梨県通学路緊急対策推進計画 61
鰍沢小学校、竜王小学校、高根東小学校、小淵沢小
学校、押原小学校、西条小学校、禾生第一小学校、
六郷小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 山梨市 山梨県山梨市通学路緊急対策推進計画 2 八幡小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 甲斐市 山梨県甲斐市通学路緊急対策推進計画 31 敷島南小学校、竜王西小学校



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：山梨県 (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 山梨県 橋梁長寿命化修繕計画 1,440 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 山梨市 橋梁長寿命化修繕計画 17 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
山梨県

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

山梨県橋梁長寿命化修繕計画
山梨県 大月市 金山大月線 昭和橋 橋梁 修繕
山梨県 身延町 折門古関線 大森橋 橋梁 修繕
山梨県 身延町 折門古関線 栄橋 橋梁 修繕
山梨県 身延町 甲斐常葉停車場線 常葉橋 橋梁 修繕
山梨県 都留市 四日市場上野原線 落合橋 橋梁 修繕
山梨県 甲府市 国道３５８号 五十五橋 橋梁 修繕
山梨県 甲州市 白井甲州線 西広門田橋 橋梁 修繕
山梨県 北杜市 日野春停車場線 富岡橋 橋梁 修繕
山梨県 南アルプス市 韮崎南アルプス中央線 御勅使上橋 橋梁 修繕
山梨県 身延町 下部飯富線 飯富橋 橋梁 修繕
山梨県 山梨市 万力小屋敷線 根津橋 橋梁 修繕
山梨県 笛吹市 山梨笛吹線 四ノ橋 橋梁 修繕
山梨県 笛吹市 石和温泉停車場線 鵜飼橋 橋梁 修繕
山梨県 中央市 韮崎南アルプス中央線 豊積橋 橋梁 修繕
山梨県 山梨市 国道１４０号 西沢大橋 橋梁 修繕
山梨県 富士河口湖町 富士河口湖富士線 河口湖大橋 橋梁 修繕
山梨県 甲府市 川窪猪狩線 高町沢橋 橋梁 修繕
山梨県 北杜市 国道141号 倉沢橋 橋梁 修繕
山梨県 道志村 国道413号 無名4号橋 橋梁 修繕
山梨県 身延町 湯之奧上之平線 神泉橋 橋梁 修繕
山梨県 身延町 湯之奧上之平線 神泉橋（歩道橋） 橋梁 修繕
山梨県 韮崎市 韮崎南アルプス中央線 八幡沢川橋 橋梁 修繕
山梨県 北杜市 長坂高根線 衣川橋 橋梁 修繕
山梨県 北杜市 長坂高根線 雲雀沢橋 橋梁 修繕
山梨県 道志村 国道413号 無名１号橋 橋梁 修繕
山梨県 道志村 国道413号 神川橋 橋梁 修繕
山梨県 道志村 国道413号 大室橋 橋梁 修繕
山梨県 富士河口湖町 青木ヶ原船津線 無名2号橋 橋梁 修繕
山梨県 富士河口湖町 青木ヶ原船津線 無名3号橋 橋梁 修繕
山梨県 道志村 都留道志線 無名10号橋 橋梁 修繕
山梨県 道志村 都留道志線 無名9号橋 橋梁 修繕
山梨県 道志村 国道４１３号 山伏一之橋 橋梁 修繕
山梨県 都留市 四日市場上野原線 宮川橋 橋梁 修繕
山梨県 早川町 南アルプス公園線 慶雲橋 橋梁 修繕
山梨県 山梨市 国道１４０号 白沢橋 橋梁 修繕
山梨県 甲州市 国道４１１号 大日影橋 橋梁 修繕
山梨県 山梨市 国道１４０号 円川二之橋 橋梁 修繕
山梨県 山梨市 三日市場南線 亀甲橋 橋梁 修繕
山梨県 山梨市 三日市場南線 亀甲橋歩道橋 橋梁 修繕
山梨県 富士吉田市 富士河口湖富士線 樅の木橋 橋梁 修繕
山梨県 富士吉田市 富士河口湖富士線 霧の沢橋 橋梁 修繕
山梨県 甲斐市 甲府昇仙峡線 長潭橋 橋梁 更新
山梨県 甲府市 中下条甲府線 長松寺橋 橋梁 更新
山梨県 北杜市 横手日野春停車場線 駒城橋 橋梁 更新
山梨県 富士川町 市川三郷富士川線 富士橋 橋梁 更新

山梨市橋梁長寿命化修繕計画
山梨市 山梨市 市道13226号線 梨沢橋 橋梁 修繕



山 梨 県

水管理・国土保全局



令和４年度補正予算　河川事業（直轄・山梨県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費

富士川 富士川 一般河川改修事業 200 笛吹市
ふえふきし

富士川 富士川 河川維持修繕事業 310 韮崎市
にらさきし

～河口
かこう

富士川 富士川 河川工作物関連応急対策事業 64 甲府市
こ う ふ し

・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・山梨県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

相模川 入山川 大規模特定河川事業 80　 富士吉田市
ふ じ よ し だ し

富士川 渋川 大規模特定河川事業 55　 笛吹市
ふえふきし

富士川 濁川 大規模特定河川事業 40　 甲府市
こ う ふ し

富士川 平等川 大規模特定河川事業 55　 笛吹市
ふえふきし

富士川 八糸川 大規模特定河川事業 40　 南
みなみ

アルプス市
し

相模川 河口湖 河川メンテナンス事業 20　 ※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・山梨県）

※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

山梨県 富士
ふじ

河口
かわぐち

湖
こ

町
まち

相模川 河口湖 河口湖水門

特定構造物更新事業



令和４年度補正予算　ダムメンテナンス事業（補助・山梨県）

（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 山梨市、甲府市、北杜市、大月市 717 ※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・山梨県）

別　　　紙

実施主体 市町村名 水系名 河川名 ダム名

山梨市 富士川 笛吹川 広瀬ダム

甲府市 富士川 荒川 荒川ダム

北杜市 富士川 塩川 塩川ダム

大月市 相模川 葛野川 深城ダム

山梨市 富士川 琴川 琴川ダム

山梨県



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

かまなしがわりゅういきうがんさぼうしせつかいちく

富士川砂防 砂防 富士川 釜無川 釜無川流域右岸砂防施設改築 北杜市 白州町鳥原、武川町三吹 砂防堰堤工 240
こむかわ こむかわだいはちさぼうえんてい

富士川 釜無川 小武川 小武川第八砂防堰堤 韮崎市 清哲町青木、円野町下円井 砂防堰堤工 150
ひろこうちがわ ひろこうちだいごさぼうえんてい

富士川 早川 広河内川 広河内第五砂防堰堤 南巨摩郡 早川町 奈良田 砂防堰堤工 60
はやかわりゅういきさぼうしせつかいちく

富士川 早川 早川流域砂防施設改築 南アルプス市、南巨摩郡 早川町 芦安芦倉、赤沢 砂防堰堤工 377

合計 4 箇所 827
・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）（山梨県　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



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 くにみさわ

砂防等事業 富士川 国見沢 南巨摩郡 富士川町 鰍沢 砂防堰堤工 80
おおつがさわ

富士川 大津賀沢 南巨摩郡 身延町 上田原 砂防堰堤工 70
しもてんじんかわ

富士川 下天神沢川 南巨摩郡 身延町 飯富 砂防堰堤工 20
みのぶがわ

富士川 身延川 南巨摩郡 身延町 身延 砂防堰堤工 25
みなみまたがわ-2

富士川 南俣川-２ 南巨摩郡 南部町 成島 砂防堰堤工 5
しもやさわ

相模川 下谷沢 都留市 下谷 砂防堰堤工 50
まくさわ

相模川 幕沢 都留市 馬場 砂防堰堤工 50
ぬかまきさわ

相模川 糠蒔沢 都留市 鹿留 砂防堰堤工 20
からさわ

相模川 唐沢 都留市 大幡 砂防堰堤工 10
しもかわ

相模川 下川 上野原市 棡原大垣外 砂防堰堤工 20
おざわがわ

相模川 小沢川 大月市 猿橋町朝日小沢 砂防堰堤工 50
たきのさわがわ

相模川 滝の沢川 大月市 初狩町中初狩 砂防堰堤工 40
すげぐちさわ

富士川 菅口沢 甲斐市 菅口 砂防堰堤工 40

13箇所 480
・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
小計

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（山梨県　1/4）

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 きっさわ

砂防等事業 富士川 吉沢 甲斐市 吉沢 砂防堰堤工 10
あさざわ

相模川 朝沢 南都留郡 山中湖村 平野 砂防堰堤工 30

小計 2箇所 40

合計 15箇所 520
・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（山梨県　2/4）

事業区分 水系名 渓流名 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 みだいがわ

事業 富士川外 御勅使川外 南アルプス市外 有野外 老朽化対策 986

1箇所 986
・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（山梨県　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

みだいがわ

山梨県 南アルプス市 御勅使川　外 御勅使川砂防堰堤　等 砂防堰堤工　等 改築　等
からさわがわ

韮崎市 唐沢川　外 唐沢川2号堰堤　等 砂防堰堤工　等 改築　等
まえやまちく

北杜市 前山地区　外 前山地区急傾斜地崩壊防止施設　等擁壁工　等 改築　等
おうしゅくさとみちがわ

笛吹市 鶯宿里道川　外 鶯宿里道川　等 砂防堰堤工　等 改築　等
ひかわ(やまと)

甲州市 日川(大和) 日川(大和) 砂防堰堤工　等 改築　等
かみありちく

市川三郷町 神有地区 神有地区地すべり防止施設 水路工　等 改築　等
ゆざわがわ

身延町 湯沢川　外 湯沢川　等 砂防堰堤工　等 改築　等
とねがわ

富士川町 利根川　外 利根川2号堰堤　等 砂防堰堤工　等 改築　等
さくのみやかわ

小菅村 作の宮川　外 作の宮川　等 砂防堰堤工　等 改築　等
ほのせちく

丹波山村 保之瀬地区 保之瀬地区急傾斜地崩壊防止施設 擁壁工 改築　等
ほんじゃがわ

都留市 本社川　外 本社川　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（山梨県　4/4）

事業主体名 市町村名
渓流名
箇所名



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

しおじまさわ しおじまさわさぼうえんていぐん

富士川砂防 砂防 富士川 早川 塩島沢 塩島沢砂防堰堤群 南巨摩郡 早川町 大原野 砂防堰堤工 100

合計 1 箇所 100

令和４年度　直轄砂防事業箇所別調書（ゼロ国）（山梨県　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



山　梨　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　 山梨県

（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

317,000 60,600 377,600

甲府市 甲府市 継続 甲府駅周辺地区 1/2 158,500 30,300 188,800

317,000 60,600 377,600

合計 158,500 30,300 188,800

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：山梨県 (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） 高畑町昇仙峡線 甲府市 Ⅱ期工区 30 ※

※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：山梨県 (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 山梨県 山梨県無電柱化推進計画事業 1,440

(国)137号(河口工区)〔富士河口湖町〕、(国)137号(浅川工
区)〔富士河口湖町〕、(国)139号(下吉田Ⅱ期工区)〔富士
吉田市〕、(国)140号(東高橋工区)〔笛吹市〕、(国)141号(清
里工区)〔北杜市〕、(国)141号(南下条工区)〔韮崎市〕、
(国)411号(国玉工区)〔甲府市〕、(主)河口湖精進線(河口
工区)〔富士河口湖町〕、(主)甲府市川三郷線(押越工区)
〔昭和町〕、(主)甲府韮崎線(湯村Ⅱ期工区)〔甲府市〕、
(主)塩山勝沼線(塩山小屋敷工区)〔甲州市〕、(主)甲斐中
央線(飯喰工区)〔昭和町〕、(主)甲斐中央線(八田新田工
区)〔甲斐市〕、(主)甲斐中央線(築地新田工区)〔昭和町〕、
(主)甲斐中央線(山之神工区)〔昭和町〕、(主)甲府南アル
プス線(西八幡工区)〔甲斐市〕、(主)甲府南アルプス線(西
八幡Ⅱ期工区)〔甲斐市〕、(主)甲府市川三郷線(伊勢工
区)〔甲府市〕、(主)甲府韮崎線(湯村Ⅲ期工区)〔甲府市〕、
(主)甲府韮崎線(中下条Ⅰ期工区)〔甲斐市〕、(主)甲府韮
崎線(中下条Ⅱ期工区)〔甲斐市〕、(主)甲府韮崎線(中下
条Ⅲ期工区)〔甲斐市〕、(主)茅野北杜韮崎線(富士見ヶ丘
工区)〔韮崎市〕、(一)身延線(身延2工区)〔身延町〕、(一)平
林青柳線(天神中条工区)〔富士川町〕

（次ページにつづく）



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：山梨県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

無電柱化推進計画事業 山梨県 山梨県無電柱化推進計画事業

(一)中下条甲府線(飯田工区)〔甲府市〕、(都)桜井町敷島
線(千塚工区)〔甲斐市〕、(都)新環状･緑が丘ｱｸｾｽ線〔甲
府市〕、(都)大手二丁目浅原橋線(柳町工区)〔甲府市〕、
(都)田富町敷島線(仲新居)〔甲斐市〕、(都)田富町敷島線
(富竹1期)〔甲斐市〕、(都)田富町敷島線(富竹2期)〔甲斐
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：山梨県 (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） 山梨県 山梨県通学路緊急対策推進計画 61
鰍沢小学校、竜王小学校、高根東小学校、小淵沢小
学校、押原小学校、西条小学校、禾生第一小学校、
六郷小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 山梨市 山梨県山梨市通学路緊急対策推進計画 2 八幡小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 甲斐市 山梨県甲斐市通学路緊急対策推進計画 31 敷島南小学校、竜王西小学校



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）

（山梨県）
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

26　道路利用者の誰もが快適で安
全・安心な道路環境の確保（Ⅱ期）
（防災・安全）

山梨県 812,248

37　通学路等の生活空間における
安全・安心な道路環境の確保（Ⅱ
期）（防災・安全）

山梨県 60,500

39　持続可能なインフラメンテナン
スを踏まえた防災・減災に資する戦
略的な道づくり（防災・安全）

甲府市,都留市,大月市,韮崎市,南アルプス市,笛
吹市,中央市,南部町,富士川町,西桂町,鳴沢村,
小菅村

30,500

山梨県全域における流域一体と
なった総合的な浸水対策の推進
（防災・安全）

山梨県,山梨市,笛吹市,甲州市,身延町,甲府市,
昭和町,中央市,韮崎市,西桂町,南アルプス市,北
杜市,甲斐市,富士吉田市,都留市,富士河口湖町,
上野原市,大月市,忍野村,山中湖村

1,440,000

山梨県における総合的な土砂災害
対策の推進（防災・安全）

山梨県,北杜市 1,467,415

山梨県における総合的な土砂災害
対策の推進（防災・安全）（重点）

山梨県 43,750

下水道施設の安定的な管理による
安全・安心な水環境の保全（防災・
安全）

山梨県 465,500

下水道施設の安定的な管理による
安全・安心な水環境の保全（防災・
安全）（重点計画）

山梨県 25,000

都市公園による安心・安全の確保と
地域における災害対応力の向上
（防災・安全）（第２期）

山梨県,山梨市,中央市,富士川町,甲府市,都留
市,南アルプス市,笛吹市

180,000

災害につよく安心・安全な街、甲府
市の下水道施設改築更新計画（防
災・安全）

甲府市 275,518

災害につよく安心・安全な街、甲府
市の下水道施設改築更新計画（防
災・安全）（重点計画）

甲府市 117,062

4,917,493

※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）

（山梨県）
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

25　地域の特色を活かした観光・物
流・交流の活発化に資する道づくり
（2期）

甲府市,都留市,山梨市,韮崎市,北杜市,甲斐市,
笛吹市,上野原市,甲州市,市川三郷町,富士川町,
昭和町,忍野村

1,840

1,840

※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


