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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：徳島県 (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 阿南市～徳島市 四国横断自動車道阿南四万十線（阿南～徳島東） 100

改築 国道55号 阿南市 桑野道路 350

改築 国道55号 阿南市 福井道路 410

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：徳島県 (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11号 徳島市～鳴門市 徳島11号交通安全対策 5

交通安全 国道32号 三好市 徳島32号交通安全対策 5

交通安全 国道55号 徳島市～海陽町 徳島55号交通安全対策 36

交通安全 国道192号 三好市～徳島市 徳島192号交通安全対策 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：徳島県 (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28号 鳴門市 徳島28号電線共同溝 99 鳴門地区電線共同溝 99

八万地区電線共同溝（徳島市） 15

美波地区電線共同溝（美波町） 175

鮎喰地区電線共同溝 15

本町西地区電線共同溝 5

備考

20

電線共同溝 国道55号 徳島市、美波町 徳島55号電線共同溝 190

電線共同溝 国道192号 徳島市 徳島192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：徳島県 (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55号 徳島市～海陽町 徳島55号維持管理 132

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：徳島県 (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） 徳島東環状線 徳島市 末広～住吉工区 50

改築 （主） 阿南小松島線 小松島市 立江櫛渕工区 80

改築 （主） 阿南勝浦線 阿南市 渡り上り工区 315

改築 （一） 徳島津田インター線 徳島市 津田②工区 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：徳島県 (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195号 那賀町 日浦～大殿工区 20

土砂災害対策 国道438号 美馬市 川上工区 60

土砂災害対策 国道439号 三好市 菅生カイキアレ工区 30

土砂災害対策 国道492号 美馬市 大佐古工区、口山～大北工区 39

土砂災害対策 (主) 石井神山線 神山町 阿野 5

土砂災害対策 (主) 山城東祖谷山線 三好市 善徳工区 20

土砂災害対策 (一) 粟山殿野線 三好市 仏子～殿野 24

土砂災害対策 (一) 竹ガ谷鷲敷線 那賀町 西納～相名 17

土砂災害対策 (一) 西納大久保線 那賀町 請ノ谷 7

土砂災害対策 (一) 木沢上那賀線 那賀町 小畠工区 7

土砂災害対策 (一) 古屋日浦線 那賀町 花瀬 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：徳島県 (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 徳島県 徳島県無電柱化推進計画事業 110 (主)徳島鴨島線(吉野本町～南田宮工区)〔徳島市〕



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：徳島県 (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） 徳島県 徳島県通学路緊急対策推進計画 5 岩脇小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 阿波市 徳島県阿波市通学路緊急対策推進計画 30 土成小学校



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：徳島県 (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 徳島県 橋梁長寿命化修繕計画 1,900 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 徳島県 トンネル長寿命化修繕計画 150 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 徳島県 道路附属物等長寿命化修繕計画 150 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 阿波市 橋梁長寿命化修繕計画 26 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 上勝町 橋梁長寿命化修繕計画 4 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 神山町 橋梁長寿命化修繕計画 19 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
徳島県

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

徳島県橋梁長寿命化修繕計画
徳島県 徳島市 県道徳島環状線 末広高架1号橋 橋梁 修繕
徳島県 徳島市 県道徳島環状線 末広高架2号橋 橋梁 修繕
徳島県 徳島市 県道徳島北灘線 四国三郎橋 橋梁 修繕
徳島県 勝浦町 県道新浜勝浦線 尾畑橋 橋梁 修繕
徳島県 勝浦町 県道新浜勝浦線 高関橋 橋梁 修繕
徳島県 神山町 国道438号 小泉橋 橋梁 修繕
徳島県 徳島市 県道徳島引田線 庄町Box橋 橋梁 修繕
徳島県 藍住町 県道徳島引田線 徳命BOX橋 橋梁 修繕
徳島県 徳島市 県道沖ノ洲埠頭線 東吉野2丁目BOX橋 橋梁 修繕
徳島県 佐那河内村 国道438号 根郷橋 橋梁 修繕
徳島県 神山町 県道神山鮎喰線 神馬桟道 橋梁 修繕
徳島県 徳島市 県道徳島環状線 末広大橋 橋梁 修繕
徳島県 徳島市 県道鬼籠野国府線 一宮橋 橋梁 修繕
徳島県 鳴門市 県道粟津港線 大里橋 橋梁 修繕
徳島県 鳴門市 県道鳴門公園線 小鳴門大橋 橋梁 修繕
徳島県 鳴門市 県道亀浦港櫛木線 小鳴門新橋 橋梁 修繕
徳島県 鳴門市 県道亀浦港櫛木線 四方見橋 橋梁 修繕
徳島県 鳴門市 県道徳島北灘線 川崎橋 橋梁 修繕
徳島県 鳴門市 県道徳島北灘線 2号橋 橋梁 修繕
徳島県 板野町 県道板野川島線 栄壽小橋 橋梁 修繕
徳島県 松茂町 県道川内大代線 第５号橋 橋梁 修繕
徳島県 板野町 県道徳島引田線 板野大橋 橋梁 修繕
徳島県 板野町 県道徳島引田線 ランプ高架橋 橋梁 修繕
徳島県 板野町 県道鳴門池田線 富ノ谷橋 橋梁 修繕
徳島県 鳴門市 県道瀬戸港線 堂の浦橋 橋梁 修繕
徳島県 鳴門市 県道亀浦港櫛木線 無名6号橋 橋梁 修繕
徳島県 鳴門市 県道粟津港撫養線 里浦6号橋 橋梁 修繕
徳島県 鳴門市 県道粟津港撫養線 里浦7号橋 橋梁 修繕
徳島県 鳴門市 県道粟津港撫養線 里浦8号橋 橋梁 修繕
徳島県 鳴門市 県道粟津港撫養線 里浦9号橋 橋梁 修繕
徳島県 鳴門市 県道粟津港撫養線 里浦10号橋 橋梁 修繕
徳島県 板野町 県道徳島引田線 板野跨線橋（車道） 橋梁 修繕
徳島県 吉野川市 国道318号 阿波中央橋 橋梁 修繕
徳島県 阿波市 国道318号 御所橋 橋梁 修繕
徳島県 吉野川市 県道三ツ木宮倉線 賓谷橋 橋梁 修繕
徳島県 上板町 県道船戸切幡上板線 鳶谷新橋 橋梁 修繕
徳島県 吉野川市 県道船戸切幡上板線 岩津橋 橋梁 修繕
徳島県 阿波市 県道市場学停車場線 阿波麻植大橋 橋梁 修繕
徳島県 上板町 県道引田滝ノ宮線 第二神宅橋 橋梁 修繕
徳島県 吉野川市 県道奥野井阿波山川停車場線 新1 橋梁 修繕
徳島県 吉野川市 県道奥野井阿波山川停車場線 新5 橋梁 修繕
徳島県 上板町 県道石井引田線 新4 橋梁 修繕
徳島県 石井町 県道石井引田線 覚円高架橋 橋梁 修繕
徳島県 阿波市 県道津田川島線 川北橋 橋梁 修繕
徳島県 阿波市 県道鳴門池田線 下伊沢谷橋 橋梁 修繕
徳島県 吉野川市 県道二宮山川線 大鹿橋 橋梁 修繕
徳島県 石井町 県道高原石井線 第二立石橋 橋梁 修繕
徳島県 上板町 県道石井引田線 第二南道橋 橋梁 修繕
徳島県 上板町 県道石井引田線 第二天狗橋 橋梁 修繕
徳島県 上板町 県道石井引田線 第一中津尾橋 橋梁 修繕
徳島県 阿波市 県道徳島吉野線 井の元橋 橋梁 修繕
徳島県 阿波市 県道鳴門池田線 松崎谷橋 橋梁 修繕
徳島県 阿南市 県道阿南那賀川線 大京原橋 橋梁 修繕
徳島県 阿南市 県道阿南勝浦線 持井橋 橋梁 修繕
徳島県 阿南市 県道蒲生田福井線 祝野橋 橋梁 修繕
徳島県 阿南市 県道福井椿泊加茂前線 田浦橋 橋梁 修繕
徳島県 阿南市 県道羽ノ浦福井線 那賀川橋 橋梁 修繕
徳島県 阿南市 県道阿南那賀川線 富岡新橋 橋梁 修繕
徳島県 阿南市 県道日和佐小野線 辺川橋 橋梁 修繕
徳島県 阿南市 国道195号 阿瀬比４号橋 橋梁 修繕
徳島県 阿南市 県道阿南相生線 入田橋 橋梁 修繕
徳島県 阿南市 国道195号 桑野橋 橋梁 修繕
徳島県 阿南市 県道阿南鷲敷日和佐線 大井小橋 橋梁 修繕
徳島県 阿南市 県道阿南小松島線 吉井橋 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
徳島県

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

徳島県 阿南市 阿南勝浦線 無名橋②歩道橋 橋梁 修繕
徳島県 那賀町 国道195号 西ノ谷橋 橋梁 修繕
徳島県 那賀町 国道195号 上北川1号橋 橋梁 修繕
徳島県 那賀町 国道195号 上北川2号橋 橋梁 修繕
徳島県 那賀町 国道195号 助4号橋 橋梁 修繕
徳島県 那賀町 国道195号 助5号橋 橋梁 修繕
徳島県 那賀町 国道195号 助6号橋 橋梁 修繕
徳島県 那賀町 県道西納大久保橋 小屋谷橋 橋梁 修繕
徳島県 那賀町 県道古屋日浦線 双股橋 橋梁 修繕
徳島県 那賀町 県道日和佐上那賀線 かどや１号橋 橋梁 修繕
徳島県 那賀町 県道木沢上那賀線 ヲレ谷橋 橋梁 修繕
徳島県 美波町 県道日和佐上那賀線 大越7号橋 橋梁 修繕
徳島県 海陽町 県道中部山渓轟公園線 皆の瀬橋 橋梁 修繕
徳島県 海陽町 県道四方原海部線 海部川橋 橋梁 修繕
徳島県 美波町 県道北河内奥河内線 北河内歩道橋 橋梁 修繕
徳島県 美馬市 県道美馬貞光線 轟橋 橋梁 修繕
徳島県 つるぎ町 国道438号 一宇橋 橋梁 修繕
徳島県 美馬市 県道鳴門池田線 中央橋 橋梁 修繕
徳島県 美馬市 県道鳴門池田線 曽江谷橋 橋梁 修繕
徳島県 美馬市 県道穴吹塩之江線 横倉橋 橋梁 修繕
徳島県 美馬市 県道鳴門池田線 吉田谷橋 橋梁 修繕
徳島県 美馬市 県道端山調子野線 紺屋橋 橋梁 修繕
徳島県 美馬市 国道193号 南久保橋 橋梁 修繕
徳島県 美馬市 県道多和脇線 阿串谷橋 橋梁 修繕
徳島県 つるぎ町 県道半田貞光線 下女谷橋 橋梁 修繕
徳島県 つるぎ町 県道蔭名小野線 日浦橋 橋梁 修繕
徳島県 美馬市 県道田方穴吹線 丸山谷橋 橋梁 修繕
徳島県 美馬市 県道田方穴吹線 井の谷橋 橋梁 修繕
徳島県 つるぎ町 国道438号 猪の谷２号橋 橋梁 修繕
徳島県 美馬市 県道中野木屋平線 桃藪橋 橋梁 修繕
徳島県 美馬市 国道438号 久保橋 橋梁 修繕
徳島県 つるぎ町 国道438号 別所谷橋 橋梁 修繕
徳島県 つるぎ町 国道438号 源氏谷橋（旧橋） 橋梁 修繕
徳島県 美馬市 県道美馬塩江線 北谷橋 橋梁 修繕
徳島県 三好市 国道439号 京上大橋 橋梁 修繕
徳島県 三好市 国道439号 柿本橋 橋梁 修繕
徳島県 三好市 県道山城東祖谷山線 新和田橋 橋梁 修繕
徳島県 三好市 国道439号 無名橋 橋梁 修繕
徳島県 三好市 国道439号 無名橋 橋梁 修繕
徳島県 三好市 国道439号 山神橋 橋梁 修繕
徳島県 三好市 国道439号 ながれ谷橋 橋梁 修繕
徳島県 三好市 国道439号 第二新居屋橋 橋梁 修繕
徳島県 三好市 国道439号 中峰橋 橋梁 修繕
徳島県 三好市 国道439号 ふくじゅ橋 橋梁 修繕
徳島県 三好市 国道439号 新3 橋梁 修繕
徳島県 三好市 国道439号 新18 橋梁 修繕
徳島県 三好市 県道山城東祖谷山線 新4 橋梁 修繕
徳島県 三好市 国道439号 鎖谷橋 橋梁 修繕
徳島県 東みよし町 県道三加茂三好線 三三大橋 橋梁 修繕
徳島県 東みよし町 県道出口太野線 角の浦大橋 橋梁 修繕
徳島県 三好市 県道大利辻線 駒倉第1号橋 橋梁 修繕
徳島県 東みよし町 県道芝生中庄線 東三好橋 橋梁 修繕
徳島県 三好市 県道山城東祖谷山線 大西橋 橋梁 修繕

徳島県トンネル長寿命化修繕計画
徳島県 那賀町 県道日和佐上那賀線 クボノトンネル トンネル 修繕
徳島県 那賀町 国道193号 上海川１号トンネル トンネル 修繕
徳島県 那賀町 国道193号 大釜トンネル トンネル 修繕
徳島県 那賀町 国道193号 平谷２号トンネル トンネル 修繕

徳島県道路附属物等長寿命化修繕計画
徳島県 徳島市 県道徳島停車場線 元町一丁目歩道橋 道路附属物等 修繕
徳島県 吉野川市 国道318号 新開地歩道橋 道路附属物等 修繕
徳島県 阿南市 羽ノ浦福井線 桑野歩道橋 道路附属物等 修繕

阿波市橋梁長寿命化修繕計画
阿波市 阿波市 東長峰北西谷線 長峰大橋 橋梁 修繕
阿波市 阿波市 岩津川久保線 中坪橋 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
徳島県

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

上勝町橋梁長寿命化修繕計画
上勝町 上勝町 福川福原線 藤川橋 橋梁 修繕
上勝町 上勝町 福川福原線 藤川橋（側道） 橋梁 修繕

神山町橋梁長寿命化修繕計画
神山町 神山町 町道椚野橘谷線 橘谷橋 橋梁 修繕
神山町 神山町 町道倉目長谷線 北倉目橋 橋梁 修繕
神山町 神山町 町道川又線 第二野首谷橋 橋梁 修繕
神山町 神山町 町道倉目長谷線 第一北倉目橋 橋梁 修繕
神山町 神山町 町道日浦福原線 日浦橋 橋梁 修繕
神山町 神山町 町道滝の上線 長法寺橋 橋梁 修繕
神山町 神山町 町道名ヶ平中枝線 名ヶ平橋 橋梁 修繕
神山町 神山町 町道松尾柳水線 柳水橋 橋梁 修繕
神山町 神山町 町道西谷線 石堂橋 橋梁 修繕
神山町 神山町 町道日浦福原線 第二福原橋 橋梁 修繕
神山町 神山町 町道鍋岩釘貫線 石橋 橋梁 修繕
神山町 神山町 町道鍋岩釘貫線 第二釘貫橋 橋梁 修繕
神山町 神山町 町道第二石堂線 第二石堂橋 橋梁 修繕
神山町 神山町 町道露田喜来線 ヤジヤ谷橋 橋梁 修繕
神山町 神山町 町道川又中喜来線 第二矢萩橋 橋梁 修繕
神山町 神山町 町道川又中喜来線 黒松橋 橋梁 修繕
神山町 神山町 町道持部線 第二持部橋 橋梁 修繕



令和４年度　第２次補正予算　箇所表（ゼロ国債）

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：徳島県 (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 徳島県 橋梁長寿命化修繕計画 100 内訳は別紙（ゼロ国債）参照



令和４年度　第２次補正予算　箇所表（ゼロ国債） 別紙（ゼロ国債）

※市町村名は、令和４年１２月１日現在で作成
徳島県

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

徳島県橋梁長寿命化修繕計画
徳島県 鳴門市 県道鳴門公園線 小鳴門橋 橋梁 修繕



徳 島 県

水管理・国土保全局



令和４年度補正予算　河川事業（直轄・徳島県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費

吉野川 吉野川 一般河川改修事業 2,241 徳島市
とくしまし

、美馬市
みまし

、東
ひがし

みよし町
ちょう

、松茂町
まつしげちょう

那賀川 那賀川 一般河川改修事業 897 阿南市
あなんし

吉野川 吉野川 河川都市基盤整備事業 140 つるぎ町
ちょう

、松茂町
まつしげちょう

吉野川 吉野川 河川維持修繕事業 400 三好市
みよしし

～河口
かこう

那賀川 那賀川 河川維持修繕事業 121 阿南市
あなんし

～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・徳島県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

吉野川 撫養川 事業間連携河川事業 110　 鳴門市
な る と し

那賀川 那賀川 事業間連携河川事業 100　 阿南市
あ な ん し

、那賀町
なか ち ょ う

日和佐川 日和佐川 事業間連携河川事業 50　 美波町
みなみちょう

吉野川 多々羅川 大規模特定河川事業 80　 徳島市
と く し ま し

立江川 立江川 大規模特定河川事業 20　 小松島市
こ ま つ し ま し

福井川 福井川 大規模特定河川事業 90　 阿南市
あ な ん し

海部川 善蔵川 大規模特定河川事業 20　 海陽町
かいようちょう

打樋川　外 打樋川　外 河川メンテナンス事業 2,080　 ※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・徳島県）

※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

徳島県 阿南市
あなんし

打樋川 打樋川 打樋川排水機場

徳島県 小松島市
こまつしまし

太田川 太田川 太田川排水機場

徳島県 徳島市
とくしまし

勝浦川 打樋川 打樋川排水機場

徳島県 小松島市
こまつしまし

神田瀬川 豊ノ本川 豊ノ本川排水機場

徳島県 小松島市
こまつしまし

神田瀬川 芝生川 芝生川排水機場

徳島県 小松島市
こまつしまし

神田瀬川 新堀川 新堀川排水機場

徳島県 阿南市
あなんし

苅屋川 苅屋川 苅屋川排水機場

徳島県 吉野川市
よしのがわし

吉野川 岩谷川 岩屋谷川排水機場

徳島県 松茂町
まつしげちょう

吉野川 大谷川 大谷川排水機場

徳島県 阿南市
あなんし

那賀川 出島川 出島川排水機場

徳島県 阿南市
あなんし

那賀川 蛭地川 蛭地川排水機場

徳島県 鳴門市
なるとし

吉野川 新池川 新池川排水機場

徳島県 徳島市
とくしまし

吉野川 冷田川 冷田川排水機場

徳島県 徳島市
とくしまし

吉野川 新町川 新町川ポンプ場

特定構造物更新事業



令和４年度補正予算　河川メンテナンス事業（補助・徳島県）

※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

徳島県 海陽町
かいようちょう

海部川 善蔵川 善蔵川排水機場

徳島県 小松島市
こまつしまし

立江川 立江川 立江川排水機場

徳島県 小松島市
こまつしまし

立江川 田野川 田野川排水機場

徳島県 徳島市
と く し ま し

吉野川 多々羅川 多々羅川排水機場

徳島県 徳島市
と く し ま し

吉野川 飯尾川 飯尾川角ノ瀬堰

徳島県 海陽町
かいようちょう

海部川 海部川 海部川排水機場

徳島県 美波町、牟岐町、海陽町
みなみちょう、むぎちょう、かいようちょう 南部圏域 奥潟川、牟岐川、宍喰川 奥潟川排水機場、牟岐川排水機場、宍喰川排水機場



徳島県

　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）

河川総合開発事業 那賀川長安口ダム改造 400

水資源開発事業 吉野川旧吉野川河口堰 15

吉野川池田ダム 31

・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・徳島県）

（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 阿波市、上勝町、阿南市 386 ※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・徳島県）

別　　　紙

実施主体 市町村名 水系名 河川名 ダム名

阿波市 吉野川 宮川内谷川 宮川内ダム

上勝町 勝浦川 勝浦川 正木ダム

阿南市 福井川 福井川 福井ダム

徳島県



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

くまたにがわ くまたにだい４さぼうえんてい

四国山地砂防 砂防 吉野川 祖谷川 熊谷川 熊谷第４砂防堰堤 三好市 東祖谷熊谷 砂防堰堤工 146
おもわれだに おもわれだにさぼうえんてい

吉野川 祖谷川 おもわれ谷 おもわれ谷砂防堰堤 三好市 東祖谷菅生 砂防堰堤工 80
やなぎだに やなぎだにさぼうえんてい

吉野川 祖谷川 ヤナギ谷 ヤナギ谷砂防堰堤 三好市 池田町大利 砂防堰堤工 70
なかずだにしりゅう なかずだにさぼうえんてい

吉野川 祖谷川 ナカズ谷支流 ナカズ谷砂防堰堤 三好市 池田町川崎 砂防堰堤工 80
いやがわ ぜんとくけいりゅうほぜんこう

吉野川 祖谷川 祖谷川 善徳渓流保全工 三好市 西祖谷山村善徳 渓流保全工 70

合計 5 箇所 446
・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）（徳島県　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



令和４年度　　直轄地すべり対策事業箇所別調書（補正）（徳島県 １/１）
事務所名 事業区分 地区名 工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

ぜんとく

四国山地砂防 善徳 三好市 西祖谷山村善徳 集水井工 60

１箇所 60
・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

所在地

地すべり対策



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 なかいちうちく

事業 那賀市宇地区外 那賀郡外 那賀町外 白石外 老朽化対策 291

1箇所 291
・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（徳島県　1/2）

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

みなみさこいちばんちょう

徳島県 徳島市 南佐古一番町地区　外 南佐古一番町地区急傾斜地崩壊防止施設　等 落石対策工　等 修繕　等
くすねじちく

吉野川市 楠根地地区　外 楠根地地区地すべり防止施設　等 水路工　等 修繕　等
きたくぼだに

阿波市 北久保谷 北久保谷砂防堰堤 砂防堰堤工 修繕
うただに

美馬市 宇多谷　外 宇多谷砂防堰堤　等 砂防堰堤工　等 修繕　等
ふじかわだにがわ

三好市 藤川谷川　外 藤川谷砂防堰堤　等 砂防堰堤工　等 修繕　等
のまだにがわ

神山町 野間谷川　外 野間谷砂防堰堤　等 砂防堰堤工　等 修繕　等
なかいちうちく

那賀町 那賀市宇地区　外 那賀市宇地区地すべり防止施設　等 水路工　等 修繕　等
おおのちく

つるぎ町 大野地区　外 大野地区地すべり防止施設　等 水路工　等 修繕　等
ますかわだに

東みよし町 増川谷　外 増川谷砂防堰堤　等 砂防堰堤工　等 修繕　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（徳島県　2/2）

事業主体名 市町村名
渓流名
箇所名



徳島県 （単位：百万円）

海岸メンテナンス事業 阿波鳴門海岸、徳島東海岸、海部海岸 徳島市
と く し ま し

，鳴門市
な る と し

，小松島市
こ ま つ し ま し

　等
と う

381 ※個別内容については、別紙参照

徳島県　計 381

・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 事業費 備考

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）



令和４年度補正予算　海岸メンテナンス事業（補助・徳島県）

※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

徳島県 鳴門市 阿波鳴門海岸 護岸

徳島県
徳島市、鳴門市、小松島市、阿南市、
松茂町

徳島東海岸 離岸堤

徳島県 牟岐町、海陽町 海部海岸 護岸、離岸堤



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

やなぎだに やなぎだにさぼうえんてい

四国山地砂防 砂防 吉野川 祖谷川 ヤナギ谷 ヤナギ谷砂防堰堤 三好市 池田町大利 砂防堰堤工 100
なかずだにしりゅう なかずだにさぼうえんてい

吉野川 祖谷川 ナカズ谷支流 ナカズ谷砂防堰堤 三好市 池田町川崎 砂防堰堤工 90

合計 2 箇所 190

令和４年度　直轄砂防事業箇所別調書（ゼロ国）（徳島県　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



徳　島　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：徳島県 (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） 徳島東環状線 徳島市
末広～住吉工区
【徳島環状道路】

50 ※

※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：徳島県 (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 徳島県 徳島県無電柱化推進計画事業 110 (主)徳島鴨島線(吉野本町～南田宮工区)〔徳島市〕

※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：徳島県 (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） 徳島県 徳島県通学路緊急対策推進計画 5 岩脇小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 阿波市 徳島県阿波市通学路緊急対策推進計画 30 土成小学校



港 湾 局

(単位：百万円)

単年度支出 ゼロ国債 合　計
徳島県
徳島県
徳島県重 要 港 湾 徳 島 小 松 島 徳 島 県 小 計 735 735
徳島県 直 轄 636 636
徳島県 補 助 99 99
徳島県
徳島県統 合 補 助 統 合 補 助 徳 島 県 小 計 132 132
徳島県 補 助 132 132
徳島県

867 867

徳 島 県

令 和 ４ 年 度　 港 湾 整 備 事 業 予 算 

合　　　　計

令 和 ４ 年 度 第 ２ 次 補 正 予 算
摘　　要

事業区分
事　　業　　費

港　　格 港　　名 港湾管理者



港 湾 局

(単位：百万円)

単年度支出 ゼロ国債 合　計

老 朽 化 対 策 徳 島 小 松 島 徳 島 県 小 計 30 30

補 助 30 30

橘 徳 島 県 小 計 10 10

補 助 10 10

中 島 徳 島 県 小 計 14 14

補 助 14 14

今 切 徳 島 県 小 計 40 40

補 助 40 40

長寿命化計画 徳 島 県 小 計 121 121

補 助 121 121

215 215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

徳 島 県

令 和 ４ 年 度　 海 岸 事 業 予 算

事 業 種 別 海 岸 名



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）

（徳島県）
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

１ 豊かで活力ある県土創りに資す
る道路ネットワークの整備

徳島県,徳島市,鳴門市,小松島市,阿南市,阿波
市,三好市,勝浦町,上勝町,石井町,那賀町,美波
町,つるぎ町,東みよし町

406,751

406,751

※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）

（徳島県）
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

２ 大規模災害に備えた道路の防
災・減災対策による安全・安心な生
活空間の確保（防災・安全）

徳島県,徳島市,鳴門市,小松島市,阿南市,吉野川
市,阿波市,美馬市,三好市,上勝町,佐那河内村,
神山町,那賀町,美波町,海陽町,松茂町,つるぎ町

1,062,120

４　国土強靱化地域計画に基づく県
土の形成に資する道路ネットワーク
の整備（防災・安全）

徳島県,徳島市,小松島市,阿南市,阿波市,三好
市,勝浦町,那賀町,美波町,つるぎ町,東みよし町

252,824

大規模地震・津波、頻発・激甚化す
る水害を迎え撃つ強くしなやかな
「戦略的河川・海岸施設総合整備」
の推進（防災・安全）

徳島県 641,500

県土の水害に備えた基盤整備の推
進（防災・安全）

徳島県,美馬市,つるぎ町,阿南市 2,758,500

総合的な土砂災害対策の推進（防
災・安全）

徳島県,美馬市 601,500

総合的な土砂災害対策の推進（防
災・安全）（重点）

徳島県 185,000

「新・命を守る」土砂災害対策の推
進（防災・安全）

徳島県 19,000

津波・高潮等の大規模自然災害を
迎え撃つ強靱な県土づくりの推進
（防災・安全）

徳島県 72,500

安全で安心な防災拠点となる都市
公園の整備（第２期）（防災・安全）

徳島県,小松島市 90,000

災害に強いまちづくりと一体となっ
た公園整備（防災・安全）

美波町 8,012

5,690,956

※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）

（徳島県）
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

１ 豊かで活力ある県土創りに資す
る道路ネットワークの整備

徳島県,徳島市,鳴門市,小松島市,阿南市,阿波
市,三好市,勝浦町,上勝町,石井町,那賀町,美波
町,つるぎ町,東みよし町

75

75

※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


