
沖 縄 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：内閣府

都道府県名：沖縄県 (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58号 名護市 名護東道路 60

改築 国道58号 恩納村 恩納バイパス 40

改築 国道58号 恩納村 恩納南バイパス 40

改築 国道58号 浦添市～那覇市 浦添拡幅 560

改築 国道329号 西原町～南風原町 与那原バイパス 240

改築 国道329号 南風原町～那覇市 南風原バイパス 240

改築 国道506号 那覇市～豊見城市 小禄道路 1,780

改築 国道506号 豊見城市～南風原町 豊見城東道路 240

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：内閣府

都道府県名：沖縄県 (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329号 金武町 沖縄329号交通安全対策 60

交通安全 国道331号 南城市 沖縄331号交通安全対策 90

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：内閣府

都道府県名：沖縄県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

幸喜北地区電線共同溝（名護市） 20

幸喜地区電線共同溝（名護市） 40

恩納名嘉真地区電線共同溝（恩納村） 60

漢那地区電線共同溝（宜野座村） 60

奥間地区電線共同溝（中城村） 160

電線共同溝 国道331号 南城市 沖縄331号電線共同溝 140 津波古地区電線共同溝 140

沖縄329号電線共同溝 220電線共同溝 国道329号
宜野座村、
中城村

路線名 備考

電線共同溝 国道58号 名護市、恩納村 沖縄58号電線共同溝 120



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：内閣府

都道府県名：沖縄県 (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58号
大宜味村、
名護市、恩納村

沖縄58号維持管理 78

維持管理 国道329号 金武町、うるま市 沖縄329号維持管理 58

維持管理 省エネルギー化 72

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：内閣府

都道府県名：沖縄県 (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506号 那覇市～豊見城市 小禄道路 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：内閣府

都道府県名：沖縄県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

コザ十字路交差点他交通安全対策（沖縄市） 60

ライカム交差点他交通安全対策（北中城村） 40

路線名 備考

交通安全 国道330号 沖縄330号交通安全対策 100沖縄市、北中城村



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：内閣府

都道府県名：沖縄県 (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 （一) 幸地インター線 西原町 翁長～幸地 500

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：内閣府

都道府県名：沖縄県 (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 沖縄県 沖縄県無電柱化推進計画事業 280

(国)390号(下地～平良)〔宮古島市〕、(主)沖縄環状線〔沖
縄市〕、(主)沖縄北谷線〔北谷町~沖縄市〕、(主)宜野湾北
中城線〔宜野湾市〕、(主)名護宜野座線〔名護市〕、(一)平
良久松港線〔宮古島市〕

無電柱化推進計画事業 宜野湾市 宜野湾市無電柱化推進計画事業 25 (市)普天間2号

無電柱化推進計画事業 読谷村 読谷村無電柱化推進計画事業 50 (村)大木喜名線



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：内閣府

都道府県名：沖縄県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 整備地区名 事業主体 事業費

補助事業

交通安全対策（地区内連携） 那覇市 若狭小学校地区 那覇市 20

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：内閣府

都道府県名：沖縄県 (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） 沖縄県 沖縄県通学路緊急対策推進計画 80
兼原小学校、天願小学校、与那城小学校、粟国小学
校、前田小学校、内間小学校、大謝名小学校、大本
小学校、富野小学校、読谷小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 那覇市 沖縄県那覇市通学路緊急対策推進計画 80

さつき小学校、安謝小学校、宇栄原小学校、開南小
学校、識名小学校、松川小学校、上間小学校、城岳
小学校、城南小学校、城北小学校、真嘉比小学校、
真地小学校、真和志小学校、神原小学校、大道小学
校、大名小学校、那覇小学校、銘苅小学校、与儀小
学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 中城村 沖縄県中城村通学路緊急対策推進計画 9 中城小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 南風原町 沖縄県南風原町通学路緊急対策推進計画 1 南風原小学校



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：内閣府

都道府県名：沖縄県 (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 沖縄県 橋梁長寿命化修繕計画 1,411 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 沖縄県 トンネル長寿命化修繕計画 72 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 沖縄県 道路附属物等長寿命化修繕計画 97 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 那覇市 橋梁長寿命化修繕計画 11 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 石垣市 橋梁長寿命化修繕計画 32 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 浦添市 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 名護市 橋梁長寿命化修繕計画 146 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 糸満市 橋梁長寿命化修繕計画 183 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 沖縄市 橋梁長寿命化修繕計画 27 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：内閣府

都道府県名：沖縄県 (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 豊見城市 橋梁長寿命化修繕計画 58 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 うるま市 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 宮古島市 橋梁長寿命化修繕計画 7 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 南城市 橋梁長寿命化修繕計画 120 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 国頭村 橋梁長寿命化修繕計画 52 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 大宜味村 橋梁長寿命化修繕計画 110 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 本部町 トンネル長寿命化修繕計画 7 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 宜野座村 橋梁長寿命化修繕計画 249 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 金武町 橋梁長寿命化修繕計画 27 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 読谷村 橋梁長寿命化修繕計画 6 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：内閣府

都道府県名：沖縄県 (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 北谷町 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 北中城村 橋梁長寿命化修繕計画 37 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 西原町 橋梁長寿命化修繕計画 18 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 与那原町 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 伊平屋村 橋梁長寿命化修繕計画 26 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
沖縄県

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

沖縄県橋梁長寿命化修繕計画
沖縄県 本部町 瀬底健堅線 瀬底大橋 橋梁 修繕
沖縄県 名護市 国道505号 呉我橋 橋梁 修繕
沖縄県 名護市 国道331号 国道331号12.8kpボックスカルバート 橋梁 修繕
沖縄県 東村 国道331号 4号橋 橋梁 修繕
沖縄県 東村 国頭東線 川田橋 橋梁 修繕
沖縄県 今帰仁村 名護運天港線 新呉我山橋 橋梁 修繕
沖縄県 名護市 名護宜野座線 名護宜野座線1号橋 橋梁 修繕
沖縄県 本部町 名護本部線 運立右側道橋 橋梁 修繕
沖縄県 うるま市 伊計平良川線 伊計大橋 橋梁 修繕
沖縄県 宮古島市 池間大浦線 池間大橋 橋梁 修繕
沖縄県 宮古島市 平良下地島空港線 伊良部大橋（本橋） 橋梁 修繕
沖縄県 宮古島市 平良城辺線 第一比嘉橋 橋梁 修繕
沖縄県 宮古島市 平良城辺線 第一比嘉橋右側道橋 橋梁 修繕
沖縄県 宮古島市 平良城辺線 第一比嘉橋左側道橋 橋梁 修繕
沖縄県 宮古島市 平良城辺線 第二比嘉橋 橋梁 修繕
沖縄県 宮古島市 平良城辺線 第二比嘉橋右側道橋 橋梁 修繕
沖縄県 宮古島市 平良城辺線 第二比嘉橋左側道橋 橋梁 修繕
沖縄県 石垣市 平野伊原間線 平久保橋 橋梁 修繕
沖縄県 石垣市 石垣港伊原間線 下田原橋 橋梁 修繕
沖縄県 竹富町 白浜南風見線 仲間橋 橋梁 修繕
沖縄県 石垣市 石垣港伊原間線 石垣港伊原間線3号ボックス 橋梁 修繕
沖縄県 石垣市 石垣港伊原間線 第1名蔵橋 橋梁 修繕
沖縄県 竹富町 白浜南風見線 西ゲーダ橋 橋梁 修繕
沖縄県 大宜味村 県道9号線 大保大橋 橋梁 更新

沖縄県トンネル長寿命化修繕計画
沖縄県 南城市 南風原知念線 県道86号線第1トンネル トンネル 修繕

沖縄県道路附属物等長寿命化修繕計画
沖縄県 那覇市 奥武山米須線 山下横断歩道橋 道路附属物等 修繕
沖縄県 那覇市 那覇糸満線 古島歩道橋（第一） 道路附属物等 修繕
沖縄県 那覇市 那覇糸満線 古島歩道橋（第ニ） 道路附属物等 修繕

那覇市橋梁長寿命化修繕計画
那覇市 那覇市 市道寄宮11号 宮城橋 橋梁 修繕

石垣市橋梁長寿命化修繕計画
石垣市 石垣市 市道観音堂線 9号函渠 橋梁 修繕
石垣市 石垣市 市道仲田支線 仲田橋 橋梁 更新

浦添市橋梁長寿命化修繕計画
浦添市 浦添市 市道宮城19号線 宮城橋 橋梁 更新
浦添市 点検

名護市橋梁長寿命化修繕計画
名護市 名護市 市道許田福地2号線 福地橋（名-51） 橋梁 更新
名護市 名護市 市道数久田15号線 数久田橋 橋梁 更新
名護市 名護市 市道名護115号線 名-237橋 橋梁 更新

糸満市橋梁長寿命化修繕計画
糸満市 糸満市 市道Ｄ2号線 西崎南橋 橋梁 修繕
糸満市 糸満市 市道Ｄ2号線 西崎北大橋 橋梁 修繕

沖縄市橋梁長寿命化修繕計画
沖縄市 沖縄市 市道住吉7号線 住吉橋 橋梁 修繕
沖縄市 沖縄市 市道高原14号線 高原橋 橋梁 修繕
沖縄市 沖縄市 市道登川知花線 八重作橋 橋梁 修繕

豊見城市橋梁長寿命化修繕計画
豊見城市 豊見城市 市道３０号線 尚敬橋 橋梁 修繕
豊見城市 豊見城市 市道５４号線 勢理客橋 橋梁 修繕

うるま市橋梁長寿命化修繕計画
うるま市 うるま市 市道石川67号線 渡戸目橋 橋梁 修繕
うるま市 うるま市 市道東山2号線 東山原第二橋 橋梁 修繕

宮古島市橋梁長寿命化修繕計画
宮古島市 宮古島市 市道にしむら線 西原橋 橋梁 修繕

南城市橋梁長寿命化修繕計画
南城市 南城市 市道運座新開線 第二新開橋 橋梁 更新

国頭村橋梁長寿命化修繕計画
国頭村 国頭村 村道安波福地線 安波大橋 橋梁 修繕
国頭村 国頭村 村道比地線 比地本橋 橋梁 修繕
国頭村 国頭村 村道上島兼久線 上島橋 橋梁 修繕
国頭村 国頭村 村道辺野喜楚洲線 ナハロー橋 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
沖縄県

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

大宜味村橋梁長寿命化修繕計画
大宜味村 大宜味村 村道謝名城線 一名代橋 橋梁 更新
大宜味村 大宜味村 村道野国納線 川茶橋 橋梁 更新
大宜味村 大宜味村 村道大川線 2号大川橋 橋梁 更新
大宜味村 点検

本部町トンネル長寿命化修繕計画
本部町 本部町 町道伊豆味親名線 伊豆味トンネル トンネル 修繕
本部町 点検

宜野座村橋梁長寿命化修繕計画
宜野座村 宜野座村 村道宜野座浄水場線 長門第二橋 橋梁 修繕
宜野座村 宜野座村 村道高松中央線 高松第一橋 橋梁 修繕
宜野座村 宜野座村 牛原5号線 山原橋 橋梁 修繕
宜野座村 宜野座村 漢那ダム一周線 福垣橋 橋梁 修繕

金武町橋梁長寿命化修繕計画
金武町 金武町 町道金武92号線 金武92号線橋 橋梁 修繕
金武町 金武町 町道金武104号線 金武104号線橋 橋梁 修繕
金武町 金武町 町道金武100号線 金武100号線橋 橋梁 修繕

読谷村橋梁長寿命化修繕計画
読谷村 点検

北谷町橋梁長寿命化修繕計画
北谷町 北谷町 町道安良波線 美浜橋 橋梁 修繕
北谷町 北谷町 町道美浜1号線 美浜1号線（1号BOX) 橋梁 修繕

北中城村橋梁長寿命化修繕計画
北中城村 北中城村 村道島袋プラザ線 島袋プラザ橋 橋梁 修繕
北中城村 北中城村 村道熱田渡口線 熱田渡口橋 橋梁 更新
北中城村 北中城村 村道喜舎場荻道線 喜舎場仲順橋 橋梁 更新

西原町橋梁長寿命化修繕計画
西原町 西原町 町道小那覇線 小那覇橋 橋梁 修繕
西原町 西原町 町道桃原-池田線 №15 橋梁 更新

与那原町橋梁長寿命化修繕計画
与那原町 与那原町 町道与原6号線 ボックス6 橋梁 更新

伊平屋村橋梁長寿命化修繕計画
伊平屋村 伊平屋村 村道我喜屋ダム線 あけしの橋 橋梁 修繕



沖 縄 県

水管理・国土保全局



沖縄県

　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 福地川福地ダム 8

辺野喜川辺野喜ダム 10

大保川大保ダム 14

億首川金武ダム 11

・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



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 たけとみちく

事業 武富地区外 糸満市外 武富外 老朽化対策 521

1箇所 521
・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（沖縄県　1/2）

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

はえばるかねぐすくちく

沖縄県 南風原町 南風原兼城地区 南風原兼城地区地すべり防止施設 杭工　等 改築
たけとみちく

糸満市 武富地区 武富地区急傾斜地崩壊防止施設 法面工　等 改築
かねらちく

豊見城市 金良地区　 金良地区急傾斜地崩壊防止施設 法面工　等 改築
そえいしちく

中城村 添石地区 添石地区急傾斜地崩壊防止施設 法面工　等 改築
こうちちく

西原町 幸地地区 幸地地区急傾斜地崩壊防止施設 法面工　等 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（沖縄県　2/2）

事業主体名 市町村名
渓流名
箇所名



沖縄県 （単位：百万円）

海岸メンテナンス事業 伊佐海岸 宜野湾
ぎ の わ ん

市
し

60 ※個別内容については、別紙参照

沖縄県　計 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

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・沖縄県）

※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

沖縄県 宜野湾市 伊佐海岸 堤防



沖　縄　県

都市局



※市町村名は令和4年11月1日現在である。
種　　　別：　国営公園
所　　　管：　内閣府
都道府県名：　沖縄県

（単位：百万円）

整備 国営沖縄記念公園 那覇市、国頭郡本部町 300

令和４年度　補正予算箇所表

工種 公園名 市町村名 事業費 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：内閣府

都道府県名：沖縄県 (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 沖縄県 沖縄県無電柱化推進計画事業 280

(国)390号(下地～平良)〔宮古島市〕、(主)沖縄環状線〔沖
縄市〕、(主)沖縄北谷線〔北谷町~沖縄市〕、(主)宜野湾北
中城線〔宜野湾市〕、(主)名護宜野座線〔名護市〕、(一)平
良久松港線〔宮古島市〕

無電柱化推進計画事業 宜野湾市 宜野湾市無電柱化推進計画事業 25 (市)普天間2号

無電柱化推進計画事業 読谷村 読谷村無電柱化推進計画事業 50 (村)大木喜名線

※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：内閣府

都道府県名：沖縄県 (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） 沖縄県 沖縄県通学路緊急対策推進計画 80
兼原小学校、天願小学校、与那城小学校、粟国小学
校、前田小学校、内間小学校、大謝名小学校、大本
小学校、富野小学校、読谷小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 那覇市 沖縄県那覇市通学路緊急対策推進計画 80

さつき小学校、安謝小学校、宇栄原小学校、開南小
学校、識名小学校、松川小学校、上間小学校、城岳
小学校、城南小学校、城北小学校、真嘉比小学校、
真地小学校、真和志小学校、神原小学校、大道小学
校、大名小学校、那覇小学校、銘苅小学校、与儀小
学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 中城村 沖縄県中城村通学路緊急対策推進計画 9 中城小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 南風原町 沖縄県南風原町通学路緊急対策推進計画 1 南風原小学校



港 湾 局

(単位：百万円)

単年度支出 ゼロ国債 合　計
沖縄県
沖縄県
沖縄県重 要 港 湾 那 覇 那 覇 港 小 計 390 390
沖縄県 管 理 組 合 直 轄 390 390
沖縄県
沖縄県 平 良 宮 古 島 市 小 計 400 400
沖縄県 直 轄 400 400
沖縄県
沖縄県 石 垣 石 垣 市 小 計 210 355 565
沖縄県 直 轄 210 355 565
沖縄県

600 755 1,355合　　　　計

沖 縄 県

摘　　要港湾管理者
令 和 ４ 年 度 第 ２ 次 補 正 予 算

事業区分
事　　業　　費

令 和 ４ 年 度　 港 湾 整 備 事 業 予 算 

港　　格 港　　名



港 湾 局

(単位：百万円)

単年度支出 ゼロ国債 合　計

老 朽 化 対 策 中 城 湾 沖 縄 県 小 計 100 100

補 助 100 100

長寿命化計画 沖 縄 県 小 計 10 10

補 助 10 10

110 110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

沖 縄 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年度第２次補正予算　官庁営繕部箇所別調書

沖縄県 （単位：百万円）

事　業　名 箇　所　名 所　在　地 事 業 費 備　　考

官庁営繕費 名護地方合同庁舎 沖縄県　名護市 281 自家発電設備改修、
受変電設備改修

合　　計 281



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）

（沖縄県）
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

地域住民の安全性･利便性を確保
する道路整備

那覇市,宜野湾市,石垣市,浦添市,名護市,糸満
市,沖縄市,豊見城市,うるま市,宮古島市,南城市,
国頭村,今帰仁村,本部町,金武町,読谷村,北中城
村,中城村,西原町,与那原町,南風原町,伊平屋
村,伊是名村,八重瀬町,多良間村,竹富町

33,000

33,000

※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



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）

（沖縄県）
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

県民が安全・安心に暮らせる総合
的な浸水対策の推進（防災・安全）

沖縄県 399,000

災害に強い県土づくり～土砂災害
対策の推進～（防災・安全）

沖縄県 516,000

沖縄地域の防災・暮らしの安心に資
する下水道整備（防災・安全）（重点
計画）

那覇市,宜野湾市,石垣市,浦添市,名護市,糸満
市,沖縄市,豊見城市,うるま市,読谷村,北谷町,北
中城村,西原町,与那原町,南風原町

414,000

土砂災害防止法に基づく基礎調査
の推進（防災・安全）

沖縄県 57,000

災害に強い県土づくり～海岸にお
ける安全・安心の確保～（防災・安
全）（重点）

沖縄県 36,000

1,422,000

※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



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）

（沖縄県）
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

幹線道路ネットワークを構築・補完
する道路整備

沖縄県 197,000

名護中心市街地整備 名護市 1,000

198,000

※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


