
島 根 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：島根県 (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9号 出雲市 出雲バイパス（神立～中野東） 60

改築 国道9号 出雲市 出雲・湖陵道路 947

改築 国道9号 出雲市 湖陵・多伎道路 280

改築 国道9号 大田市 大田・静間道路 815

改築 国道9号 大田市 静間・仁摩道路 624

改築 国道9号 大田市～江津市 福光・浅利道路 811

改築 国道9号 浜田市～益田市 三隅・益田道路 875

改築 国道191号 益田市 益田・田万川道路 125

改築 国道191号 益田市 益田西道路 400

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：島根県 (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9号
安来市～
津和野町

島根9号交通安全対策 426

交通安全 国道54号 飯南町～松江市 島根54号交通安全対策 75

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：島根県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

安来電線共同溝（安来市) 30

出雲郷電線共同溝（松江市) 20

竹矢電線共同溝（松江市) 20

浅井電線共同溝（浜田市) 260

殿町電線共同溝（浜田市) 20

350

路線名 備考

電線共同溝 国道9号
安来市、松江市、
浜田市

島根9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：島根県 (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9号 安来市～津和野町 島根9号維持管理 560

維持管理 国道54号 飯南町～松江市 島根54号維持管理 220

維持管理 省エネルギー化 80

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：島根県 (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9号 浜田市～益田市 三隅・益田道路 300

路線名 備考



令和４年度　第２次補正予算　箇所表

種　　　別：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：島根県 (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431号 松江市 松江北道路 100

路線名 備考



令和４年度　第２次補正予算　箇所表

種　　　別：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：島根県 (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191号 益田市 道川～笹倉地区 30

土砂災害対策 (主) 浜田作木線 邑南町 伏谷～阿須那地区 20

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：島根県 (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 島根県 島根県無電柱化推進計画事業 250
(国)431号(母衣町～南田町工区)〔松江市〕、(国)432号(古
志原工区)〔松江市〕、(国)432号(大庭1工区)〔松江市〕、
(国)432号(大庭3工区)〔松江市〕



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：島根県 (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） 島根県 島根県通学路緊急対策推進計画 861

安田小学校、高津小学校、三成小学校、馬木小学
校、江津東小学校、三隅小学校、寺領小学校、国富
小学校、古江小学校、大野小学校、川合小学校、大
田小学校、大東小学校、鍋山小学校、美川小学校、
北陽小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 安来市 島根県安来市通学路緊急対策推進計画 48 十神小学校



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：島根県 (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 島根県 橋梁長寿命化修繕計画 373 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 島根県 トンネル長寿命化修繕計画 100 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 島根県 道路附属物等長寿命化修繕計画 46 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 出雲市 橋梁長寿命化修繕計画 15 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 大田市 橋梁長寿命化修繕計画 12 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
島根県

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

島根県橋梁長寿命化修繕計画
島根県 松江市 松江島根線 くにびき大橋 橋梁 修繕
島根県 松江市 431号 茶屋前橋 橋梁 修繕
島根県 松江市 431号 江尻歩道橋 橋梁 修繕
島根県 松江市 431号 浜佐蛇橋 橋梁 修繕
島根県 松江市 431号 関谷橋 橋梁 修繕
島根県 松江市 松江鹿島美保関線 港橋 橋梁 修繕
島根県 松江市 八重垣神社八雲線 中組2号橋 橋梁 修繕
島根県 安来市 安来木次線 矢田橋 橋梁 修繕
島根県 雲南市 木次直江停車場線 下請川橋 橋梁 修繕
島根県 雲南市 出雲大東線 草枕橋 橋梁 修繕
島根県 奥出雲町 国道314号 仁多大橋 橋梁 修繕
島根県 出雲市 多伎江南出雲線 古志大橋 橋梁 修繕
島根県 出雲市 鰐淵寺線 無名橋３(歩道） 橋梁 修繕
島根県 出雲市 大社日御碕線 帆掛第２号橋 橋梁 修繕
島根県 出雲市 佐田小田停車場線 後谷尻橋 橋梁 修繕
島根県 出雲市 佐田小田停車場線 新屋前橋 橋梁 修繕
島根県 出雲市 佐田小田停車場線 堂田橋 橋梁 修繕
島根県 浜田市 黒沢安城浜田線 上古和大橋 橋梁 修繕
島根県 安来市 草野横田線 行水下橋 橋梁 修繕
島根県 安来市 清水寺線 万才橋 橋梁 修繕
島根県 安来市 東比田布部線 大谷尻橋 橋梁 修繕
島根県 出雲市 出雲大東線 森坂大橋 橋梁 修繕
島根県 出雲市 184号 有原跨線橋 橋梁 修繕
島根県 美郷町 川本波多線 谷尻橋 橋梁 修繕
島根県 大田市 田儀山中大田線 井出口橋 橋梁 修繕
島根県 大田市 大田佐田線 稚児大橋 橋梁 修繕
島根県 浜田市 桜江金城線 下長屋橋 橋梁 修繕
島根県 浜田市 都川中野線 原尻橋 橋梁 修繕
島根県 隠岐の島町 西郷布施線 卯敷橋 橋梁 修繕
島根県 隠岐の島町 西郷布施線 福浦橋 橋梁 修繕

島根県トンネル長寿命化修繕計画
島根県 安来市 432号 駒返トンネル トンネル 修繕
島根県 安来市 432号 金原トンネル トンネル 修繕
島根県 浜田市 浜田八重可部線 坂本トンネル トンネル 修繕
島根県 浜田市 261号 櫃原トンネル トンネル 修繕
島根県 浜田市 浅利渡津線 江の川トンネル トンネル 修繕
島根県 益田市 191号 赤谷トンネル トンネル 修繕
島根県 益田市 191号 伏谷トンネル トンネル 修繕
島根県 益田市 191号 益田トンネル トンネル 修繕
島根県 益田市 191号 清水トンネル トンネル 修繕
島根県 益田市 191号 山料トンネル トンネル 修繕
島根県 益田市 191号 銅ケ峠トンネル トンネル 修繕
島根県 益田市 益田澄川線 笹波トンネル トンネル 修繕
島根県 益田市 191号 平川トンネル トンネル 修繕
島根県 津和野町 津和野須佐線 砥石トンネル トンネル 修繕
島根県 隠岐の島町 485号 五箇トンネル トンネル 修繕
島根県 隠岐の島町 485号 青稜トンネル トンネル 修繕

島根県道路附属物等長寿命化修繕計画
島根県 安来市 草野横田線 縄久利峠雪覆坑 道路附属物等 修繕
島根県 隠岐の島町 西郷都万郡線 波走洞門 道路附属物等 修繕
島根県 出雲市 431号 道路情報提供装置 道路附属物等 修繕

出雲市橋梁長寿命化修繕計画
出雲市 出雲市 斐川376号線 吉成橋 橋梁 修繕
出雲市 出雲市 稗原55号線 稗原橋55-1 橋梁 修繕
出雲市 出雲市 新田布崎線 関本橋 橋梁 修繕
出雲市 出雲市 高浜149号線 石臼橋 橋梁 修繕
出雲市 出雲市 灘分18号線 福間東橋 橋梁 修繕
出雲市 出雲市 赤塚23号線 小土地3号橋 橋梁 修繕
出雲市 出雲市 稗原165号線 岩海橋 橋梁 修繕
出雲市 出雲市 神門230号線 神門230号線1号橋 橋梁 修繕
出雲市 出雲市 島下1号線 第1郡境川橋 橋梁 修繕
出雲市 出雲市 斐川299号線 空港北橋 橋梁 修繕
出雲市 出雲市 斐川336号線 天神川1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
島根県

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

大田市橋梁長寿命化修繕計画
大田市 大田市 山中本線 山中橋 橋梁 修繕



島 根 県

水管理・国土保全局



令和４年度補正予算　河川事業（直轄・島根県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費

高津川 高津川 一般河川改修事業 160 ※ 益田市
ますだし

江の川 江の川下流 一般河川改修事業 495 ※ 江津市
ごうつし

斐伊川 斐伊川 一般河川改修事業 5,310 ※ 出雲市
いずもし

、松江市
まつえし

高津川 高津川 河川維持修繕事業 315 ※ 益田市
ますだし

～河口
かこう

江の川 江の川下流 河川維持修繕事業 92 ※ 邑南町
おおなんちょう

、美郷町
みさとちょう

～河口
かこう

斐伊川 斐伊川 河川維持修繕事業 326 ※ 雲南市
うんなんし

～河口
かこう

斐伊川 斐伊川 河川維持修繕事業 4 雲南市
うんなんし

～河口
かこう

高津川 高津川 河川工作物関連応急対策事業 29 ※ 益田市
ますだし

江の川 江の川下流 河川工作物関連応急対策事業 39 ※ 美郷町
みさとちょう

斐伊川 斐伊川 河川工作物関連応急対策事業 145 ※ 出雲市
いずもし

、安来市
やすぎし

斐伊川 総合水系環境整備事業 424
≪鳥取県

とっとりけん

≫米子市
よ な ご し

≪島根県
しまねけん

≫松江市
ま つ え し

、安来市
や す ぎ し

、雲南市
う んなんし

・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・島根県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

江の川 玉川 大規模特定河川事業 50　 江津市
ご う つ し

斐伊川 湯谷川 大規模特定河川事業 110　 出雲市
い ず も し

斐伊川 中川 大規模特定河川事業 276　 松江市
ま つ え し

斐伊川 赤川、塩冶赤川 大規模特定河川事業 650　 出雲市
い ず も 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



島根県

　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 斐伊川志津見ダム 97

斐伊川尾原ダム 50

・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



島根県

　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。

( 350)

河川整備事業費 350 

　治水ダム等建設事業費補助

( 350)

　　建 設 工 事 350 

( 350)

矢原川ダム 350 

・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・島根県）

（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 江津市、大田市 86 ※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・島根県）

別　　　紙

実施主体 市町村名 水系名 河川名 ダム名

江津市 江の川 八戸川 八戸ダム

大田市 静間川 三瓶川 三瓶ダム
島根県



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 なるたにがわ

砂防等事業 高津川 鳴谷川 鹿足郡 津和野町 名賀 渓流保全工 10

小計 1箇所 10

事業間連携 くらたにがわ

砂防等事業 斐伊川 蔵谷川 仁多郡 奥出雲町 中村 砂防堰堤工 10

ゆやたにかわ

斐伊川 湯屋谷川 出雲市 東林木町 砂防堰堤工 40

よりいたにかわ

その他 寄居谷川 出雲市 十六島町 砂防堰堤工 20
しみずだにかわ

斐伊川 清水谷川 出雲市 佐田町一窪田 砂防堰堤工 45

いげたにがわ

その他 以下谷川 出雲市 大社町鷺浦 砂防堰堤工 20
やまさきがわ

唐川川 山崎川 出雲市 河下町 砂防堰堤工 10
はらのたにかわ

江の川 原の谷川 邑智郡 美郷町 長藤 砂防堰堤工 20
みしょうだいひがしたにかわ

静間川 三正代東谷川 大田市 大田町大田 砂防堰堤工 10

こいけたにがわ

静間川 小池谷川 大田市 大田町大田 砂防堰堤工 10

もとごうしもたに

高津川 本郷下谷 鹿足郡 吉賀町 柿木村福川 砂防堰堤工 51
まつだじりかわ

重栖川 松田尻川 隠岐郡 隠岐の島町 小路 砂防堰堤工 50
ふじやまがわ

その他 藤山川 隠岐郡 海士町 福井 砂防堰堤工 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

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（島根県　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）

なかべっぷがわ

その他 中別府川 隠岐郡 西ノ島町 別府 砂防堰堤工 20

小計 13箇所 326

14箇所 336
・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（島根県　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）

事業間連携 きたがき

砂防等事業 北垣 出雲市 小境町 横ボーリング工 20

1箇所 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
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（島根県　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）

事業間連携 たかやま

砂防等事業 高山 松江市 美保関町千酌 擁壁工 19

1箇所 19
・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（島根県　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 はなつみちく

事業 花摘地区　外 出雲市外 小伊津町外 老朽化対策 240

1箇所 240
・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（島根県　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

みつちく

島根県 松江市 御津地区　外 御津地区急傾斜地崩壊防止施設　等 法面工　等 修繕　等
つだびらちく

安来市 津田平地区 津田平地区急傾斜地崩壊防止施設 法面工 修繕　
おおまがりちく

奥出雲町 大曲地区 大曲地区急傾斜地崩壊防止施設 法面工 修繕　
はなつみちく

出雲市 花摘地区　外 花摘地区急傾斜地崩壊防止施設　等 法面工　等 修繕　等
こうこうしたちく

川本町 高校下地区 高校下地区急傾斜地崩壊防止施設　 法面工 修繕
ごうぐちにちく

美郷町 郷口Ⅱ地区 郷口Ⅱ地区急傾斜地崩壊防止施設　 法面工 修繕
やなぎまちちく

大田市 柳町地区 柳町地区地区急傾斜地崩壊防止施設　等　 法面工　等 修繕　等
かみうちだちく

益田市 上内田地区　外 上内田地区急傾斜地崩壊防止施設　等 法面工　等 修繕　等
おおしろちく

隠岐の島町 大城地区　外 大城地区急傾斜地崩壊防止施設　等 法面工　等 修繕　等
なかざとちく

海士町 中里地区 中里地区急傾斜地崩壊防止施設 法面工 修繕　
うすげちく

知夫村 薄毛地区 薄毛地区急傾斜地崩壊防止施設 法面工 修繕　
ひらいこうじちく

西ノ島町 平井小路地区 平井小路地区急傾斜地崩壊防止施設 法面工 修繕　

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（島根県　6/6）

事業主体名 市町村名
渓流名
箇所名



島根県 （単位：百万円）

海岸メンテナンス事業 島根・隠岐沿岸 江津市
ご う つ し

、浜田市
は ま だ し

、益田市
ま す だ し

　等
と う

50 ※個別内容については、別紙参照

島根県　計 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

事　業　名 海岸名 市町村名

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）

事業費 備考



令和４年度補正予算　海岸メンテナンス事業（補助・島根県）

※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

島根県
松江市、出雲市、大田市、江津市、浜
田市、益田市、海士町

島根・隠岐沿岸 長寿命化計画



島　根　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：島根県 (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 島根県 島根県無電柱化推進計画事業 250
(国)431号(母衣町～南田町工区)〔松江市〕、(国)432号(古
志原工区)〔松江市〕、(国)432号(大庭1工区)〔松江市〕、
(国)432号(大庭3工区)〔松江市〕

※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：島根県 (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） 島根県 島根県通学路緊急対策推進計画 861

安田小学校、高津小学校、三成小学校、馬木小学
校、江津東小学校、三隅小学校、寺領小学校、国富
小学校、古江小学校、大野小学校、川合小学校、大
田小学校、大東小学校、鍋山小学校、美川小学校、
北陽小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 安来市 島根県安来市通学路緊急対策推進計画 48 十神小学校



港 湾 局

(単位：百万円)

単年度支出 ゼロ国債 合　計
島根県
島根県
島根県重 要 港 湾 境 境 港 小 計 100 100
島根県 管 理 組 合 直 轄 100 100
島根県
島根県 浜 田 島 根 県 小 計 670 670
島根県 直 轄 670 670
島根県

770 770
※境港管理組合の事業については、鳥取県と島根県の両県に記載している。

島 根 県

令 和 ４ 年 度　 港 湾 整 備 事 業 予 算 

港　　格

合　　　　計

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 益 田 島 根 県 小 計 40 40

補 助 40 40

40 40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

島 根 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 
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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



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）

（島根県）
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

２　地域資源を活かした地域の活性
化と安心安全な生活を支える基盤
整備

島根県 632,387

632,387

※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）

（島根県）
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

１８　災害に対し安全性信頼性の高
い道路整備（国土強靱化）（防災・安
全）

島根県,松江市,益田市,安来市,江津市,雲南市,
川本町,美郷町,津和野町,出雲市,大田市,邑南
町,浜田市

1,135,503

８　災害に強く、安全安心な暮らしを
守る道路整備（防災・安全）

島根県 734,473

１１　市町村道における通学路の安
全の確保（防災・安全）

松江市,浜田市,出雲市,邑南町,益田市,大田市,
安来市,江津市,雲南市,奥出雲町,飯南町,美郷
町,津和野町,海士町,西ノ島町,知夫村,隠岐の島
町,吉賀町,島根県

40,000

安全に安心して利用出来るみなと
整備（防災・安全）

島根県 190,000

総合的な水の安全・安心基盤整備
（防災・安全）（河川）

島根県,益田市 1,511,000

地域住民の生命・財産を守る総合
的な土砂災害対策の推進（防災・安
全）（重点）

島根県 187,500

地域住民の生命・財産を守る総合
的な土砂災害対策の推進（防災・安
全）

島根県 335,450

島根県における下水道事業の推進
（防災・安全）

島根県 159,000

土砂災害防止法に基づく基礎調査
の推進（防災・安全）

島根県 30,000

安全・安心な港湾海岸整備（防災・
安全）

島根県,松江市,隠岐の島町 87,000

島根県盛土規制法に基づく基礎調
査（防災・安全）

島根県,松江市 22,500

松江市における下水道事業の推進
（防災・安全）

松江市 35,250

4,467,676

※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


