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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：愛媛県 (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11号 四国中央市 川之江三島バイパス 50

改築 国道11号 新居浜市 新居浜バイパス 340

改築 国道11号 西条市 小松バイパス 80

改築 国道56号 愛南町 宿毛内海道路（宿毛新港～一本松） 50

改築 国道56号 愛南町 宿毛内海道路（御荘～内海） 130

改築 国道56号 愛南町～宇和島市 津島道路 50

改築 国道56号 松山市 松山外環状道路空港線 695

改築 国道196号 今治市 今治道路 1,760

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：愛媛県 (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
四国中央市～
松山市

愛媛11号交通安全対策 4

交通安全 国道33号
久万高原町～
松山市

愛媛33号交通安全対策 4

交通安全 国道56号 愛南町～松山市 愛媛56号交通安全対策 94

交通安全 国道192号 四国中央市 愛媛192号交通安全対策 4

交通安全 国道196号 松山市～西条市 愛媛196号交通安全対策 4

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：愛媛県 (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11号 松山市 愛媛11号電線共同溝 115 勝山地区電線共同溝 115

電線共同溝 国道33号 松山市 愛媛33号電線共同溝 20 北土居・東石井地区電線共同溝 20

城辺地区電線共同溝（愛南町） 25

宇和島地区電線共同溝（宇和島市） 80

105

路線名 備考

電線共同溝 国道56号
愛南町、
宇和島市

愛媛56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：愛媛県 (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11号 四国中央市～松山市 愛媛11号維持管理 96

維持管理 国道33号 久万高原町～松山市 愛媛33号維持管理 113

維持管理 国道56号 愛南町～松山市 愛媛56号維持管理 407

維持管理 国道192号 四国中央市 愛媛192号維持管理 15

維持管理 国道196号 松山市～西条市 愛媛196号維持管理 181

維持管理 省エネルギー化 64

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：愛媛県 (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56号 愛南町～松山市 愛媛56号維持管理 65

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：愛媛県 (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197号
大洲市、八幡浜
市

夜昼道路 490

改築 国道197号 大洲市 大洲西道路 41

改築 （市） 久米241号線 松山市 北土居２丁目～来住町 85

改築 （一） 新居浜東港線 新居浜市 東田 16

改築 （都） 余戸北吉田線 松山市 空港線（３－１～４－２工区） 42

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：愛媛県 (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319号 四国中央市 新宮町上山～三島金子 6

土砂災害対策 (主) 川之江大豊線 四国中央市 新宮町 4

土砂災害対策 (主) 西条久万線 西条市 中奥、大保木～西之川 98

土砂災害対策 (主) 北条玉川線 今治市 龍岡下 30

土砂災害対策 (一) 落合久万線 西条市 丹原町鞍瀬～明河 50

土砂災害対策 (一) 広田双海線 伊予市 岡～柆野 30

土砂災害対策 (一) 鳥坂宇和線 西予市 宇和町信里 11

土砂災害対策 (一) 滑床松野線 松野町 目黒 12

土砂災害対策 (一) 節安下鍵山線 鬼北町 父野川5 14

土砂災害対策 (一) 高茂岬船越線 愛南町 和田内 9

土砂災害対策 (一) 皿ヶ峰公園滑川線 東温市 滑川 16

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：愛媛県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費路線名 備考

土砂災害対策 (一) 猪伏西谷線 久万高原町 猪伏 14

土砂災害対策 (一) 宇和高山線 西予市 野田 40

土砂災害対策 (一) 蒋淵下波線 宇和島市 蒋淵～下波 9



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：愛媛県 (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 愛媛県 愛媛県無電柱化推進計画事業 130
(主)松山港線(中央工区)〔松山市〕、(一)六軒家石手線(中
央工区)〔松山市〕



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：愛媛県 (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） 愛媛県 愛媛県通学路緊急対策推進計画 431
岩松小学校、仕七川小学校、五十崎小学校、肱川小
学校、田之筋小学校、野村小学校、大洲小学校、和
気小学校



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：愛媛県 (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 愛媛県 橋梁長寿命化修繕計画 958 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 愛媛県 道路附属物等長寿命化修繕計画 24 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 新居浜市 橋梁長寿命化修繕計画 60 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 新居浜市 道路附属物等長寿命化修繕計画 10 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 伊予市 橋梁長寿命化修繕計画 16 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
愛媛県

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

愛媛県橋梁長寿命化修繕計画
愛媛県 四国中央市 県道壬生川新居浜野田線 無名橋(71-11) 橋梁 修繕
愛媛県 四国中央市 国道３１９号 神竜橋 橋梁 修繕
愛媛県 四国中央市 県道壬生川新居浜野田線 磯浦第２橋 橋梁 修繕
愛媛県 四国中央市 国道３１９号 神子屋敷大橋 橋梁 修繕
愛媛県 四国中央市 県道川之江大豊線 榎実大橋 橋梁 修繕
愛媛県 四国中央市 県道壬生川新居浜野田線 野田跨線橋 橋梁 修繕
愛媛県 四国中央市 国道３１９号 新宮橋 橋梁 修繕
愛媛県 四国中央市 県道高知伊予三島線 富郷橋 橋梁 修繕
愛媛県 四国中央市 県道新居浜土居線 山中橋 橋梁 修繕
愛媛県 四国中央市 国道３１９号 無名橋１ 橋梁 修繕
愛媛県 四国中央市 県道上猿田三島線 上猿田橋 橋梁 修繕
愛媛県 四国中央市 県道上猿田三島線 出口橋 橋梁 修繕
愛媛県 西条市 県道壬生川新居浜野田線 蛭子高架橋 橋梁 修繕
愛媛県 西条市 県道壬生川新居浜野田線 西禎瑞高架橋 橋梁 修繕
愛媛県 西条市 県道壬生川新居浜野田線 東禎瑞高架橋 橋梁 修繕
愛媛県 西条市 県道壬生川新居浜野田線 渦井川大橋（上り線） 橋梁 修繕
愛媛県 新居浜市 県道高知伊予三島線 瀬場橋 橋梁 修繕
愛媛県 新居浜市 県道新居浜別子山線 新樹橋 橋梁 修繕
愛媛県 新居浜市 県道新居浜別子山線 紅葉橋 橋梁 修繕
愛媛県 新居浜市 県道新居浜別子山線 新仙雲橋 橋梁 修繕
愛媛県 新居浜市 県道新居浜別子山線 物住谷橋 橋梁 修繕
愛媛県 新居浜市 県道新居浜別子山線 客谷大橋 橋梁 修繕
愛媛県 新居浜市 県道壬生川新居浜野田線 西の谷橋 橋梁 修繕
愛媛県 新居浜市 県道壬生川新居浜野田線 寿橋 橋梁 修繕
愛媛県 西条市 県道壬生川新居浜野田線 蛭子２号跨道橋 橋梁 修繕
愛媛県 西条市 県道壬生川新居浜野田線 蛭子３号跨道橋 橋梁 修繕
愛媛県 西条市 県道壬生川新居浜野田線 乙女川橋取付橋（左岸） 橋梁 修繕
愛媛県 西条市 県道壬生川新居浜野田線 新加茂川大橋取付橋 橋梁 修繕
愛媛県 西条市 県道壬生川新居浜野田線 渦井川人道橋 橋梁 修繕
愛媛県 新居浜市 県道壬生川新居浜野田線 汐取橋 橋梁 修繕
愛媛県 新居浜市 県道壬生川新居浜野田線 新白浜橋 橋梁 修繕
愛媛県 西条市 県道壬生川新居浜野田線 蛭子人道橋 橋梁 修繕
愛媛県 西条市 県道壬生川新居浜野田線 船屋小橋 橋梁 修繕
愛媛県 新居浜市 県道壬生川新居浜野田線 荷内橋 橋梁 修繕
愛媛県 西条市 県道西条港線 樋之口橋 橋梁 修繕
愛媛県 新居浜市 県道新居浜別子山線 小足谷橋 橋梁 修繕
愛媛県 新居浜市 県道新居浜別子山線 蜩橋 橋梁 修繕
愛媛県 新居浜市 県道新居浜別子山線 轟橋 橋梁 修繕
愛媛県 西条市 県道壬生川新居浜野田線 新加茂川大橋 橋梁 修繕
愛媛県 新居浜市 県道高知伊予三島線 床鍋橋 橋梁 修繕
愛媛県 西条市 県道壬生川新居浜野田線 鶴岡橋 橋梁 修繕
愛媛県 新居浜市 県道壬生川新居浜野田線 惣開地下道、若宮地下道 橋梁 修繕
愛媛県 新居浜市 県道新居浜別子山線 第二青龍橋 橋梁 修繕
愛媛県 今治市 国道３１７号 無名橋(50-07) 橋梁 修繕
愛媛県 今治市 国道３１７号 天神橋 橋梁 修繕
愛媛県 今治市 国道３１７号 無名橋(86-09) 橋梁 修繕
愛媛県 今治市 国道３１７号 無名橋(110-02) 橋梁 修繕
愛媛県 今治市 国道３１７号 二本松橋 橋梁 修繕
愛媛県 今治市 県道今治波方港線 高下橋 橋梁 修繕
愛媛県 今治市 県道大西波止浜港線 九王一の橋 橋梁 修繕
愛媛県 今治市 県道大西波止浜港線 三角橋 橋梁 修繕
愛媛県 今治市 国道３１７号 宮前橋（122-7） 橋梁 修繕
愛媛県 今治市 国道３１７号 永江橋 橋梁 修繕
愛媛県 今治市 国道３１７号 甚六田橋 橋梁 修繕
愛媛県 今治市 県道今治波方港線 唐子橋 橋梁 修繕
愛媛県 今治市 県道今治波方港線 唐子橋側道橋上り 橋梁 修繕
愛媛県 今治市 県道今治波方港線 唐子橋側道橋下り 橋梁 修繕
愛媛県 今治市 県道今治波方港線 旭橋 橋梁 修繕
愛媛県 今治市 県道朝倉伊予桜井停車場線 長沢跨道橋 橋梁 修繕
愛媛県 今治市 国道３１７号 無名２号橋 橋梁 修繕
愛媛県 今治市 県道今治大三島自転車道線 井口自歩道橋 橋梁 修繕
愛媛県 今治市 県道伯方島環状線 樋ノ口橋 橋梁 修繕
愛媛県 今治市 県道桜井山路線 郷橋 橋梁 修繕
愛媛県 今治市 県道大島環状線 新田橋 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
愛媛県

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

愛媛県 上島町 県道岩城環状線 小村橋 橋梁 修繕
愛媛県 上島町 県道岩城環状線 伊勢免橋 橋梁 修繕
愛媛県 今治市 県道玉川菊間線 菊間橋 橋梁 修繕
愛媛県 久万高原町 国道４４０号 上古味橋 橋梁 修繕
愛媛県 久万高原町 県道西条久万線 中久保橋 橋梁 修繕
愛媛県 久万高原町 県道西条久万線 滝山橋 橋梁 修繕
愛媛県 久万高原町 県道西条久万線 久万大橋 橋梁 修繕
愛媛県 大洲市 国道３７８号 綱掛橋 橋梁 修繕
愛媛県 大洲市 国道３７８号 犀の鼻橋 橋梁 修繕
愛媛県 内子町 国道３７９号 天神橋 橋梁 修繕
愛媛県 大洲市 国道４４１号 第１梅川橋 橋梁 修繕
愛媛県 内子町 県道内子河辺野村線 豊秋橋 橋梁 修繕
愛媛県 大洲市 国道１９７号 西山高架橋 橋梁 修繕
愛媛県 大洲市 国道１９７号 矢野高架橋 橋梁 修繕
愛媛県 内子町 国道379号 掛木橋 橋梁 修繕
愛媛県 内子町 国道３７９号 掛木橋左岸 橋梁 修繕
愛媛県 内子町 国道３８０号 火祭橋 橋梁 修繕
愛媛県 内子町 県道肱川公園線 知清橋 橋梁 修繕
愛媛県 大洲市 県道大洲長浜線 生々橋 橋梁 修繕
愛媛県 大洲市 県道大洲長浜線 東若宮跨線橋 橋梁 修繕
愛媛県 大洲市 県道長浜中村線 五郎大橋 橋梁 修繕
愛媛県 大洲市 県道菅田五郎停車場線 松ケ花橋 橋梁 修繕
愛媛県 八幡浜市 国道３７８号 出合橋 橋梁 修繕
愛媛県 八幡浜市 県道八幡浜宇和線 徳用橋 橋梁 修繕
愛媛県 八幡浜市 県道八幡浜宇和線 日ノ浦橋 橋梁 修繕
愛媛県 伊方町 国道１９７号 九町第２橋 橋梁 修繕
愛媛県 伊方町 国道１９７号 九町第３橋 橋梁 修繕
愛媛県 伊方町 国道１９７号 二名津大橋 橋梁 修繕
愛媛県 伊方町 国道１９７号 無名橋放水トンネル前 橋梁 修繕
愛媛県 西予市 国道１９７号 横林大橋 橋梁 修繕
愛媛県 西予市 県道宇和野村線 権現橋 橋梁 修繕
愛媛県 鬼北町 国道１９７号 日向谷第一大橋 橋梁 修繕
愛媛県 鬼北町 国道１９７号 日向谷第二大橋 橋梁 修繕
愛媛県 鬼北町 国道３２０号 BOX(29-4) 橋梁 修繕
愛媛県 鬼北町 国道３２０号 BOX(58-3) 橋梁 修繕
愛媛県 鬼北町 国道３２０号 BOX(63-11) 橋梁 修繕
愛媛県 鬼北町 国道３２０号 新旭橋 橋梁 修繕
愛媛県 鬼北町 国道４４１号 橋詰橋 橋梁 修繕
愛媛県 宇和島市 県道宿毛津島線 相生橋 橋梁 修繕
愛媛県 宇和島市 県道広見三間宇和島線 高串陸橋 橋梁 修繕
愛媛県 宇和島市 県道吉田宇和島線 薬師橋 橋梁 修繕
愛媛県 宇和島市 県道吉田宇和島線 大浦橋 橋梁 修繕
愛媛県 宇和島市 県道舟間伊予吉田停車場線 南君橋 橋梁 修繕
愛媛県 宇和島市 県道舟間伊予吉田停車場線 BOX(14-20) 橋梁 修繕
愛媛県 愛南町 県道久良城辺線 無名橋(15-13) 橋梁 修繕
愛媛県 愛南町 県道宇和島城辺線 白王橋 橋梁 修繕
愛媛県 愛南町 県道宇和島城辺線 山出橋 橋梁 修繕
愛媛県 愛南町 県道宇和島城辺線 緑丸橋 橋梁 修繕
愛媛県 愛南町 県道宇和島城辺線 蓮乗寺橋 橋梁 修繕
愛媛県 愛南町 県道平城高茂岬線 吹寄高架橋 橋梁 修繕
愛媛県 愛南町 県道猿鳴平城線 高畑橋 橋梁 修繕
愛媛県 愛南町 県道猿鳴平城線 新潮橋 橋梁 修繕
愛媛県 愛南町 県道宿毛城辺線 住吉橋 橋梁 修繕
愛媛県 愛南町 県道宿毛城辺線 岩水橋 橋梁 修繕
愛媛県 愛南町 県道宿毛城辺線 新脇本橋 橋梁 修繕
愛媛県 東温市 県道松山川内線 横河原橋側道橋 橋梁 修繕
愛媛県 伊予市 国道378号 無名橋(24-10) 橋梁 修繕
愛媛県 砥部町 国道379号 砥部新橋 橋梁 修繕
愛媛県 伊予市 国道378号 富貴橋 橋梁 修繕
愛媛県 伊予市 国道378号 豊田橋 橋梁 修繕
愛媛県 砥部町 国道379号 大下橋 橋梁 修繕
愛媛県 東温市 国道494号 清水橋 橋梁 修繕
愛媛県 松山市 県道松山川内線 新立橋 橋梁 修繕
愛媛県 松山市 県道松山川内線 無名２号橋 橋梁 修繕
愛媛県 松山市 県道松山東部環状線 畑寺橋 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
愛媛県

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

愛媛県 砥部町 国道379号 坂口橋 橋梁 修繕
愛媛県 松山市 県道松山港線 昭和橋 橋梁 修繕
愛媛県 砥部町 県道伊予川内線 無名橋(17-14) 橋梁 修繕
愛媛県 砥部町 県道伊予川内線 無名橋(17-9) 橋梁 修繕
愛媛県 砥部町 国道379号 新立折橋 橋梁 修繕
愛媛県 松山市 県道久米垣生線 無名橋(20-3) 橋梁 修繕
愛媛県 松山市 県道久米垣生線 無名橋(20-5) 橋梁 修繕
愛媛県 松山市 県道久米垣生線 市坪橋歩道橋 橋梁 修繕
愛媛県 砥部町 県道久谷森松停車場線 重信歩道橋 橋梁 修繕
愛媛県 松山市 県道平田北条線 無名橋(4-9) 橋梁 修繕
愛媛県 松山市 県道平田北条線 無名橋(4-14) 橋梁 修繕
愛媛県 松山市 県道松山川内線 人道ボックス 橋梁 修繕
愛媛県 伊予市 県道永木内子線 無名橋(4-19) 橋梁 修繕

愛媛県道路附属物等長寿命化修繕計画
愛媛県 四国中央市 県道川之江大豊線 上分歩道橋 道路附属物等 修繕
愛媛県 大洲市 県道大洲保内線 桝形横断歩道橋 道路附属物等 修繕
愛媛県 伊方町 国道１９７号 伊方横断歩道橋 道路附属物等 修繕
愛媛県 愛南町 県道平城高茂岬線 道路標識 道路附属物等 更新

新居浜市橋梁長寿命化修繕計画
新居浜市 新居浜市 市道宇高中郷線 裏新開橋 橋梁 修繕
新居浜市 新居浜市 市道大野線 東宮橋 橋梁 修繕
新居浜市 新居浜市 市道松の木北通り線 松の木2号橋 橋梁 修繕
新居浜市 新居浜市 市道中須賀西筋線 新町橋 橋梁 修繕
新居浜市 新居浜市 市道端出場1号線 端出場大橋 橋梁 修繕
新居浜市 新居浜市 市道山田線 山田橋 橋梁 修繕
新居浜市 新居浜市 市道松の木北通り線 松の木1号橋 橋梁 修繕
新居浜市 新居浜市 市道庄内角野線 庄内角野線2号橋 橋梁 修繕
新居浜市 新居浜市 市道金栄橋通り線 西の土居西橋 橋梁 修繕
新居浜市 新居浜市 市道大生院船木線 西喜光地橋 橋梁 修繕
新居浜市 新居浜市 市道山端西本線 山端西本線1号橋 橋梁 修繕
新居浜市 新居浜市 市道楠崎白浜線 白浜橋 橋梁 修繕
新居浜市 新居浜市 市道多喜浜新田北通り線 新田2号橋 橋梁 修繕
新居浜市 新居浜市 市道中須賀1丁目東筋線 中須賀橋 橋梁 修繕
新居浜市 新居浜市 市道下泉南通り線 下泉東橋 橋梁 修繕
新居浜市 新居浜市 市道沢津宇高線 沢津4号橋 橋梁 修繕
新居浜市 新居浜市 市道繁本新須賀線 田所北橋 橋梁 修繕
新居浜市 新居浜市 市道篠場本俵線 篠場東橋 橋梁 修繕
新居浜市 新居浜市 市道宇高田の上北通り線 宇高田の上北通り線1号橋 橋梁 修繕
新居浜市 新居浜市 市道松の木浮島線 宇高1号橋 橋梁 修繕
新居浜市 新居浜市 市道山端西通り線 山端西通り線1号橋 橋梁 修繕
新居浜市 新居浜市 市道西原若水線 西原橋 橋梁 修繕
新居浜市 新居浜市 市道北新町江口線 江口小橋 橋梁 修繕
新居浜市 新居浜市 市道阿島東筋線 阿島東筋線1号橋 橋梁 修繕
新居浜市 新居浜市 市道河又東平線 東平小橋 橋梁 修繕
新居浜市 新居浜市 市道西原中筋線 西原北橋 橋梁 修繕
新居浜市 新居浜市 市道金栄橋通り線 南中西橋 橋梁 修繕
新居浜市 新居浜市 市道中央環状線 中央環状線無名橋 橋梁 修繕
新居浜市 新居浜市 市道中央環状線 中央環状線2号橋 橋梁 修繕
新居浜市 新居浜市 市道角野関の戸線 角野関の戸線1号橋 橋梁 修繕
新居浜市 新居浜市 市道喜光地山根線 喜光地山根線1号橋 橋梁 修繕
新居浜市 新居浜市 市道久保田庄内線 庄内3号橋 橋梁 修繕
新居浜市 新居浜市 市道西原西の土居線 西原東橋 橋梁 修繕
新居浜市 新居浜市 市道中萩角野線 深谷1号橋 橋梁 修繕
新居浜市 新居浜市 市道駅裏角野線 山根橋 橋梁 修繕
新居浜市 新居浜市 市道若水東筋線 若水東橋 橋梁 更新

新居浜市道路附属物等長寿命化修繕計画
新居浜市 新居浜市 市道港町繁本東筋線 若水歩道橋 道路附属物等 修繕
新居浜市 新居浜市 市道原地庄内線 王子歩道橋 道路附属物等 修繕

伊予市橋梁長寿命化修繕計画
伊予市 伊予市 市道富貴満野線 倉根橋 橋梁 修繕
伊予市 伊予市 市道日喰上浜線 日喰橋 橋梁 修繕
伊予市 伊予市 市道大南小手谷線 大南小手谷2号橋 橋梁 修繕
伊予市 伊予市 市道長谷線 武領橋 橋梁 修繕



愛 媛 県

水管理・国土保全局



令和４年度補正予算　河川事業（直轄・愛媛県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費

肱川 肱川 一般河川改修事業 929 ※ 大洲市
おおずし

重信川 重信川 一般河川改修事業 307 ※ 松山市
まつやまし

、松前町
まさきちょう

肱川 肱川 河川激甚災害対策特別緊急事業 1,196 ※ 大洲市
おおずし

肱川 肱川 河川維持修繕事業 350 ※ 大洲市
おおずし

～河口
かこう

重信川 重信川 河川維持修繕事業 77 ※ 東温
とうおん

市
し

～河口
かこう

肱川 総合水系環境整備事業 100 大洲市
お お ず し

重信川 総合水系環境整備事業 270 東温市
と う お ん 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・愛媛県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

肱川 肱川、久米川 河川激甚災害対策特別緊急事業 2,076　 大洲市
お お ず し

肱川 肱川 大規模特定河川事業 30　 西予市
せ い よ し

立間川 立間川、国安川、河内川 大規模特定河川事業 20　 宇和島市
う わ じ ま し

王子川　外 王子川　外 河川メンテナンス事業 140　 ※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・愛媛県）

※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

愛媛県 新居浜市
にいはまし

王子川 王子川 王子川排水機場

愛媛県 今治
いまばり

市
し

浅川 浅川 浅川防潮水門

特定構造物更新事業



愛媛県

　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 重信川石手川ダム 28

肱川野村ダム 45

肱川鹿野川ダム 30

河川総合開発事業 肱川山鳥坂ダム 595

水資源開発事業 吉野川富郷ダム 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・愛媛県）

（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 新居浜市、西条市、今治市、宇和島市 546 ※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・愛媛県）

別　　　紙

実施主体 市町村名 水系名 河川名 ダム名

新居浜市 国領川 足谷川 鹿森ダム

西条市 加茂川 加茂川 黒瀬ダム

今治市 蒼社川 蒼社川 玉川ダム

宇和島市 須賀川 須賀川 須賀川ダム

宇和島市 岩松川 御代の川 山財ダム

今治市 台本川 台本川 台ダム

愛媛県



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 いもほりがわ

砂防等事業 大川 イモホリ川 今治市 宮窪町宮窪 砂防堰堤工 5

ほんだにがわ

本谷川 本谷川 伊予市 双海町大久保 砂防堰堤工 10

おおうちのかわ

肱川 大内野川 伊予郡 砥部町 玉谷 砂防堰堤工 10
ふろのおくかわ

肱川 風呂の奥川 伊予郡 砥部町 総津 砂防堰堤工 10

みぎうまのじがわ

仁淀川 右馬ノ地川 上浮穴郡 久万高原町 父野川 砂防堰堤工 20

どうのおくたにがわ

仁淀川 ドウノオク谷川 上浮穴郡 久万高原町 露峰 砂防堰堤工 20
ふろのおくたにがわ

肱川 フロノオク谷川 喜多郡 内子町 中川 砂防堰堤工 60

かみたにがわ

千丈川 上谷川 八幡浜市 郷 砂防堰堤工 60
どうめんがわ

その他 堂面川 西予市 明浜町宮野浦 砂防堰堤工 30
せとみなみがわ

肱川 瀬戸南川 西予市 宇和町瀬戸 砂防堰堤工 50
なかいだしもかわ

肱川 中間下川 西予市 野村町白髭 砂防堰堤工 5
げんこうかわ

肱川 源光川 西予市 城川町下相 砂防堰堤工 60
なろ

惣川 奈呂 南宇和郡 愛南町 中川 砂防堰堤工 20

小計 13箇所 360
・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（愛媛県　1/8）

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）

まちづくり連携 たかはま４ごうだに

砂防等事業 その他 高浜４号谷 松山市 高浜３丁目 砂防堰堤工 55
たかはま２ごうだに

その他 高浜２号谷 松山市 高浜５丁目 砂防堰堤工 55

小計 2箇所 110

15箇所 470
・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（愛媛県　2/8）

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 つばい

砂防等事業 津羽井 八幡浜市 津羽井 アンカー工 40

てらぐみ

寺組 西予市 野村町惣川 横ボーリング工 10

2箇所 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
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（愛媛県　3/8）

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 にえ

砂防等事業 仁江 今治市 吉海町仁江 擁壁工 9
なかやまA

中山A 伊予市 中山町中山 落石対策工 54

なかむら

中村 上浮穴郡 久万高原町 東川 擁壁工 4.5

みみどきた

御三戸北 上浮穴郡 久万高原町 上黒岩 擁壁工 4.5

かみぐみ

上組 西予市 城川町田穂 擁壁工 45

小計 5箇所 117

まちづくり連携 さこたB

砂防等事業 迫田B 八幡浜市 八代 擁壁工 9

小計 1箇所 9

6箇所 126
・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（愛媛県　4/8）

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 まえかわ

事業 仁淀川外 前川外 上浮穴郡外 久万高原町外 黒藤川外 老朽化対策 306

1箇所 306
・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（愛媛県　5/8）

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

かみさるたちく

愛媛県 四国中央市 上猿田地区　外 上猿田地区地すべり防止施設　等 横ボーリング工　等 修繕　等
きゃくたにがわ

新居浜市 客谷川　外 客谷川砂防堰堤　等 砂防堰堤工 修繕　等
いちのかわ

西条市 市之川　外 市之川砂防堰堤　等 砂防堰堤工 修繕　等
ほうかいじAちく

今治市 法界寺A地区　外 法界寺A地区急傾斜地崩壊防止施設　等 法枠工　等 改築　等
ひがしちく

上島町 東地区　外 東地区急傾斜地崩壊防止施設　等 擁壁工 改築　等
といやちく

東温市 問屋地区 問屋地区地すべり防止施設 水路工 修繕
おくにしちく

伊予市 奥西地区 奥西地区地すべり防止施設 水路工 修繕
まえかわ

久万高原町 前川　外 前川砂防堰堤 砂防堰堤工 改築　等
かわうちちく

宇和島市 川内地区 川内地区急傾斜地崩壊防止施設 擁壁工 修繕
たにぐちちく

松野町 谷口地区 谷口地区急傾斜地崩壊防止施設 擁壁工 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（愛媛県　6/8）

事業主体名 市町村名
渓流名
箇所名



工種 事業費 備考
市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

砂防激甚災害 だいみょうじんかわ

対策特別緊急事業 立間川 大明神川 宇和島市 吉田町立間 砂防堰堤工 50
つだかわ

立間川 津田川 宇和島市 吉田町立間 砂防堰堤工 50
あらまきがわ

立間川 荒巻川 宇和島市 吉田町立間 砂防堰堤工 30
こうじょうだにがわ

立間川 高城谷川 宇和島市 吉田町立間 砂防堰堤工 50
しもこうじょうがわ

立間川 下高城川 宇和島市 吉田町立間 砂防堰堤工 40
かみたにのうちかわ

立間川 上谷ノ内川 宇和島市 吉田町立間 砂防堰堤工 20
しもたにのうちかわ

立間川 下谷ノ内川 宇和島市 吉田町立間 砂防堰堤工 25
くろつぼかわ

立間川 黒坪川 宇和島市 吉田町立間 砂防堰堤工 15
おにしかわ

その他 小西川 宇和島市 吉田町法花津 砂防堰堤工 60
なぎみかわ

その他 南君川 宇和島市 吉田町南君 砂防堰堤工 30

ひがしかまかわ

その他 東鎌川 宇和島市 吉田町南君 砂防堰堤工 60

いさきかわ

その他 伊崎川 宇和島市 吉田町南君 砂防堰堤工 70

あさかわ１ごうだに

その他 浅川１号谷 宇和島市 吉田町浅川 砂防堰堤工 80

まきのくちかわ

その他 槙ノ口川 宇和島市 大浦 砂防堰堤工 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

令和４年度補正予算　砂防激甚災害対策特別緊急事業費補助箇所別調書（愛媛県　7/8）

所在地事業区分 水系名 渓流名



工種 事業費 備考
市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

砂防激甚災害 しらいたにがわ

対策特別緊急事業 立間川 白井谷川 宇和島市 吉田町立間 砂防堰堤工 140
ひのじかわ

日の地川 日の地川 宇和島市 吉田町白浦 砂防堰堤工 10
いずみかわ

その他 泉川 宇和島市 吉田町白浦 砂防堰堤工 3
にしあかまつかわ

その他 西赤松川 宇和島市 大浦 砂防堰堤工 50

ひがしたにかわ

その他 東谷川 西予市 明浜町渡江 砂防堰堤工 70

合計 19箇所 903
・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　砂防激甚災害対策特別緊急事業費補助箇所別調書（愛媛県　8/8）

事業区分 水系名 渓流名
所在地



愛媛県 （単位：百万円）

海岸メンテナンス事業 伊予海岸 四国中央市
し こ く ち ゅ う お う し

、今治市
い ま ば り し

、宇和島
う わ じ ま

市
し

　等
と う 165 ※個別内容については、別紙参照

愛媛県　計 165

・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・愛媛県）

※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

愛媛県
四国中央市、今治市、八幡浜市、伊方
町、宇和島市

伊予海岸 護岸、樋門



令和４年度第2次補正予算　下水道事業

都道府県名：愛媛県 （単位：千円）

事業名 事業主体 事業種別 事業費 国費
1 2 3 4 5

西部浄化センター下水汚泥固形燃料
化事業

松山市 民間活力イノベーション推進下水道事業 363,000 188,000

1 1 1
1 計 363,000 188,000
1 1 1



愛媛県

　令和４年度補正予算直轄ダム事業（ゼロ国債）
（単位：百万円）

事業費は共同費である。

（工事諸費等を除く）

堰堤改良事業 肱川野村ダム 39

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備　　　　　考



愛　媛　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　 愛媛県

（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

531,600 433,800 965,400

宇和島市 宇和島市 継続 宇和島中心地区（第２期） 1/2 265,800 216,900 482,700 ５か年加速化対策分

531,600 433,800 965,400

合計 265,800 216,900 482,700

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：愛媛県 (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） 余戸北吉田線 松山市 空港線（3-1～4-2工区） 42

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：愛媛県 (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 愛媛県 愛媛県無電柱化推進計画事業 130
(主)松山港線(中央工区)〔松山市〕、(一)六軒家石手線(中
央工区)〔松山市〕

※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：愛媛県 (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） 愛媛県 愛媛県通学路緊急対策推進計画 431
岩松小学校、仕七川小学校、五十崎小学校、肱川小
学校、田之筋小学校、野村小学校、大洲小学校、和
気小学校



港 湾 局

(単位：百万円)

単年度支出 ゼロ国債 合　計
愛媛県
愛媛県
愛媛県重 要 港 湾 宇 和 島 愛 媛 県 小 計 165 165
愛媛県 補 助 165 165
愛媛県
愛媛県航 路 四 国 西 南 国 小 計 100 100
愛媛県 直 轄 100 100
愛媛県
愛媛県統 合 補 助 統 合 補 助 愛 媛 県 小 計 57 57
愛媛県 補 助 57 57
愛媛県

322 322合　　　　計

愛 媛 県

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 松 山 愛 媛 県 小 計 48 48

補 助 38 38
10 10 離島

松 前 愛 媛 県 小 計 10 10

補 助 10 10

中 島 愛 媛 県 小 計 20 20 離島

補 助 20 20 離島

伊 予 愛 媛 県 小 計 6 6

補 助 6 6

東 予 愛 媛 県 小 計 40 40

補 助 40 40

吉 海 愛 媛 県 小 計 5 5

補 助 5 5

田 ノ 浦 今 治 市 小 計 4 4

補 助 4 4

古 江 今 治 市 小 計 40 40

補 助 40 40

上 浦 今 治 市 小 計 20 20

補 助 20 20

新 居 浜 新居浜港務局 小 計 25 25

補 助 25 25

長寿命化計画 愛 媛 県 小 計 50 50

補 助 50 50

268 268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

愛 媛 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



愛 媛 県

官 庁 営 繕 部



令和４年度第２次補正予算　官庁営繕部箇所別調書

愛媛県 （単位：百万円）

事　業　名 箇　所　名 所　在　地 事 業 費 備　　考

官庁営繕費 松山第２地方合同庁舎 愛媛県　松山市 49 エレベーター設備改修

合　　計 49



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）

（愛媛県）
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

県民の暮らしを支え、地域の活性化
と交流連携を促進するみちづくり

愛媛県,四国中央市,東温市,久万高原町,松前町,
大洲市,内子町,八幡浜市,西予市,松野町

158,550

快適な生活環境の実現に向けた交
通ネットワークの整備

松山市 95,980

254,530

※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）

（愛媛県）
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災害
時の避難・輸送を支えるみちづくり
（防災・安全）

愛媛県,西条市,松山市,久万高原町,大洲市,内子
町,八幡浜市,砥部町

465,828

道路構造物の長寿命化等戦略的な
維持管理の推進及び南海トラフ地
震に備えた防災対策等（防災・安
全）

愛媛県,四国中央市,新居浜市,上島町,伊予市,松
前町,大洲市,内子町,西予市,伊方町,宇和島市,
松野町,愛南町,東温市,砥部町

411,482

通学路等の生活空間における安
全・安心の確保（防災・安全）

愛媛県 38,115

災害につよい愛顔あふれる川づくり
～洪水・地震・津波による河川災害
から命を守る～　（防災・安全）

愛媛県,西条市,松山市,松前町,八幡浜市,宇和島
市,松野町,伊予市,東温市,今治市,新居浜市,砥
部町

4,120,000

土砂災害につよい愛ある県土づくり
～急峻・脆弱な愛媛の地形地質か
ら命をまもる～

愛媛県,四国中央市,西条市,今治市,上島町,松山
市,東温市,伊予市,砥部町,久万高原町,大洲市,
八幡浜市,西予市,宇和島市,鬼北町,愛南町

1,029,300

土砂災害につよい愛ある県土づくり
（重点）　～急峻・脆弱な愛媛の地
形地質から命をまもる～

愛媛県 269,200

安全・安心な生活環境の整備を図
る下水道事業の推進（防災・安全）

宇和島市,八幡浜市,大洲市,四国中央市,東温市,
上島町,久万高原町,松前町,内子町,伊方町,伊予
市,西予市

57,000

土砂災害から県民の命を守るソフト
対策（基礎調査）の推進

愛媛県 116,000

津波や高潮につよい愛顔あふれる
海岸づくり～波の脅威から命をまも
る～重点計画～（防災・安全）

愛媛県,今治市,上島町,四国中央市,新居浜市,西
条市,松山市,松前町,伊予市,大洲市,八幡浜市,
伊方町,西予市,宇和島市,愛南町

170,000

愛媛県における災害に強いまちづく
りの推進（防災・安全）

愛媛県 25,500

水環境の防災・安全向上のための
基盤整備対策の推進（第Ⅱ期）（防
災・安全）

松山市 54,500

大規模盛土造成地の耐震化の促進
（防災・安全）

松山市 10,000



（愛媛県）
防災・安全交付金 （単位：千円）

災害に強い、安全・安心まちづくり
（防災・安全）（第Ⅲ期）

松山市 8,250

安全・安心な暮らしの実現に向けた
水環境（下水道）の整備促進（防災・
安全）

今治市 50,000

安全・安心な暮らしの実現に向けた
水環境（下水道）の整備促進（防災・
安全）（重点計画）

今治市 15,000

新居浜港における港湾施設の管理
と利便性の向上（防災・安全）第2期
（重点）

新居浜港務局 7,000

安全安心な生活環境の実現（防災・
安全）（重点計画）

新居浜市 16,000

安全安心な生活環境の実現（防災・
安全）

新居浜市 4,100

6,867,275

※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）

（愛媛県）
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

地方創生と生産性革命につながる
企業・産業活動を支援し生産拠点と
交通拠点とをつなぐ街路整備（第2
期）

愛媛県 9,962

県民の暮らしを支え、地域の活性化
と交流連携を促進するみちづくり

愛媛県,四国中央市,東温市,久万高原町,松前町,
大洲市,内子町,八幡浜市,西予市,松野町

1,114

道路ネットワークを充実させる幹線
整備や生活に密着したきめ細やか
な道づくり

今治市 2,934

14,010

※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）

（愛媛県）
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

「自転車活用推進計画」に基づく安
全で快適な自転車通行空間整備
（防災・安全）

愛媛県,新居浜市,今治市,東温市 76,000

ひとにやさしく、みんなが安全に移
動できるみちづくり（防災・安全）

愛媛県,東温市,宇和島市,愛南町 63,000

139,000

※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


