
○河川関係
＜都県・政令市が実施する河川、ダム、砂防、海岸事業＞

防災・安全交付金

備考

（左記事業が含まれる社会資本総合整備計画名）

かすみがうら市，
石岡市

恋瀬川広域河川改修事業
築堤 茨城県における総合的な浸水・土砂災害対策の

推進(防災・安全)緊急対策

常陸大宮市 通常砂防事業　大栗沢（おおくりさわ）
砂防堰堤工 茨城県における総合的な土砂災害対策の推進

（防災・安全）（重点）

北茨城市 水沼ダム堰堤改良事業
ダム管理用
発電

茨城県における総合的な浸水・土砂災害対策の
推進(防災・安全)

鹿嶋市 鹿嶋海岸侵食対策事業
養浜 茨城県における総合的な浸水・土砂災害対策の

推進（防災・安全）

上三川町 利根川水系田川広域河川改修事業　武名瀬川（むなせがわ）
橋梁架替 栃木県における浸水対策の推進（防災・安全）(重

点）

大田原市 通常砂防事業　柳田沢（やなぎださわ）
砂防堰堤 土砂災害に強い防災基盤整備計画（防災・安全）

（重点）

高崎市 利根川水系井野川流域治水対策河川事業
築堤、掘
削、護岸

群馬県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）

高崎市 通常砂防事業　堀谷戸沢（ほりがいとざわ）
堰堤工 人命を守る土砂災害対策の推進（防災・安全）(重

点)

南牧村 大仁田ダム堰堤改良事業
管理設備改
良

群馬県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）緊急対策

川越市 新河岸川総合治水対策特定河川事業（上流）
水門増設等 埼玉県における治水対策の推進と豊かな環境の

創出（防災・安全）緊急対策

ときがわ町
総合流域防災事業（荒川圏域）滝山・萬開沢（た
きやま・まんかいさわ）

砂防堰堤
土砂災害対策の推進（防災・安全）

秩父市、小鹿野町 合角（かっかく）ダム堰堤改良事業
貯砂ダム 埼玉県における治水対策の推進と豊かな環境の

創出（防災・安全）

茂原市 一宮川流域治水対策河川事業
調整池、護
岸

災害に強い千葉県の河川整備の推進（防災・安
全）緊急対策

富津市 通常砂防事業　白狐川（びゃっこがわ） 床固工
千葉県における土砂災害防止の推進（防災・安
全）

市川市 市川海岸高潮対策事業 護岸工
千葉県における総合的な津波・高潮・侵食対策の
推進

中央区、江東区、
台東区、墨田区、
荒川区、足立区、
北区

荒川水系隅田川地震・高潮対策河川事業（隅田
川）

築堤、防潮
堤耐震補強 高度な防災都市を実現し、都民の安心安全を確保

する河川整備（防災・安全）緊急対策

練馬区、中野区 荒川水系神田川等調節池整備事業（広域調節
池）

調節池整備 高度な防災都市を実現し、都民の安心安全を確保
する河川整備（防災・安全）抜本治水対策

大島町
大金沢火山砂防事業

砂防堰堤、
山腹工

高度な防災都市を実現し、都民の安心安全を確保
する河川整備（防災・安全）

藤沢市 引地川（下流）総合治水対策特定河川事業
遊水地 神奈川県内における総合的な浸水対策の推進

（防災・安全）（抜本的治水対策）

山北町 三保（みほ）ダム堰堤改良事業
放流警報設
備改良

神奈川県内における総合的な浸水対策の推進
（防災・安全）（緊急対策）

茅ヶ崎市 茅ヶ崎海岸侵食対策事業
養浜

相模湾沿岸における高潮・侵食対策の推進

湯河原町 火山砂防事業 新崎川（にいざきがわ）
砂防堰堤 神奈川県内における土砂災害対策等の推進（防

災・安全）

中央市 鎌田川広域河川改修事業
築堤、掘
削、護岸

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）

北杜市 塩川ダム堰堤改良事業
管理設備改
良

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）

南部町 通常砂防事業　戸樋の沢(とひのさわ)
砂防堰堤 山梨県における総合的な土砂災害対策の推進

（防災･安全）

下諏訪町 天竜川水系砥川広域河川改修事業
護岸工等 ハードとソフトが一体となった総合的な防災・減災

対策の推進(河川・ダム)(防災・安全)

池田町 通常砂防事業　前ヶ沢（まえがさわ）
砂防堰堤工 ハードとソフトが一体となった総合的な減災対策の

推進（防災・安全）（重点）

茨城県

社会資本総合整備事業

事業主体 事業実施箇所 事業名 事業内容

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

山梨県

長野県
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社会資本総合整備事業

社会資本整備総合交付金

備考

（左記事業が含まれる社会資本総合整備計画名）

茨城県 水戸市 桜川(千波湖含む)統合河川環境整備事業
通水施設整
備

茨城県における良好な河川環境創出のための水
質改善対策の推進

埼玉県 越谷市 統合河川環境整備事業（元荒川・新方川）
河川管理用
通路 地域と連携した河川環境の創出

千葉県
印西市、佐倉市、
成田市

印旛沼統合河川環境整備事業
植生帯整備

千葉県における河川環境整備の推進（重点）

新島村 和田浜海岸環境整備事業
人工リーフ 豊かな自然環境と調和し、特色ある美しい水辺を

守る海岸整備

千代田区、中央区 統合河川環境整備事業（日本橋川）
汚泥しゅん
せつ

良好な河川環境と都市環境を保全・創出し、人々
が憩い、賑わう河川整備

神奈川県 横浜市 大岡川統合河川環境整備事業
護岸 神奈川県内におけるうるおいとやすらぎのある水

辺づくり

長野県 下諏訪町 諏訪湖統合河川環境整備事業（水辺整備）
護岸工（防
災船着き
場）等

心潤う信州の河川環境整備（重点）

社会資本整備総合交付金（復興）

備考

（左記事業が含まれる社会資本総合整備計画名）

茨城県 北茨城市 大北川広域河川改修事業
堤防嵩上げ 茨城県における地震・津波等による災害対策の推

進(復興基本方針関連(復興))

千葉県 一宮町、長生村 一宮川流域治水対策河川事業
築堤・護岸 千葉県における津波対策計画（復興基本方針関

連（復興））

千葉県

旭市、匝瑳市、横
芝光町、山武市、
九十九里町、大網
白里市、白子町、
長生村、一宮町

北九十九里～一宮海岸高潮対策事業

堤防工

千葉県における津波対策計画（復興基本方針関
連（復興））

事業内容事業主体 事業実施箇所 事業名

東京都

事業主体 事業実施箇所 事業名 事業内容
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○道路関係（平成30年度開通予定事業）
＜都県・市町村が管理する道路・街路事業＞

防災・安全交付金

備考

（左記事業が含まれる社会資本総合整備計画名）

栃木県 日光市 一般県道小来川清滝線　和の代工区 0.5
着実な道路施設の老朽化対策推進による、安
全・安心な道路環境の確保

群馬県 上野村 一般国道299号 砥根平工区 0.3
安全で安心な生活空間の確保を支援する道路
整備（防災・安全）

埼玉県 川口市 一般県道さいたま鳩ヶ谷線　新井宿南工区 0.4 埼玉県通学路安全対策の推進（防災・安全）

山梨県 富士河口湖町 一般県道鳴沢富士河口湖線　勝山バイパス 0.8
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（防災・安全）

山梨県 甲斐市 都市計画道路　滝坂下今井線 0.4
安心、安全にくらせるまちづくり～街路整備
による通学路の安全確保～（防災・安全）

山梨県 甲州市 都市計画道路　塩の山西広門田線（Ⅱ期） 0.3
安心、安全にくらせるまちづくり～街路整備
による通学路の安全確保～（防災・安全）

山梨県 甲府市 主要地方道甲府韮崎線　甲府南口工区 0.5
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（防災・安全）

長野県 千曲市 主要地方道大町麻績インター千曲線　扇平 0.7
災害に強い道路ネットワークを確保する道路
整備計画（防災・安全）

長野県 長野市 一般国道406号　西組バイパス 1.2
災害に強い道路ネットワークを確保する道路
整備計画（防災・安全）

長野県 売木村 一般国道418号　軒川 0.4
安全で安心な歩行者空間の確保を支援する道
づくり推進計画（防災・安全）

横浜市 横浜市 都市計画道路　金沢八景六浦線 0.1
市街地開発事業による歩行者空間の整備（防
災・安全）

さいたま市 さいたま市 都市計画道路　三橋中央通線（三橋工区） 0.8
地域に密接した緊急病院のアクセス向上及び
安全な道路空間の確保を図る道路整備（防
災・安全）

社会資本総合整備事業

事業主体 事業実施箇所 事業名
延長
(km)
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社会資本総合整備事業

社会資本整備総合交付金

備考

（左記事業が含まれる社会資本総合整備計画名）

栃木県 宇都宮市 一般県道小来川文挟石那田線 石那田IC工区 0.5 とちぎの成長・発展を支える社会基盤整備

埼玉県 川越市 都市計画道路　川越北環状線　小室工区 1.8 山梨埼玉広域観光活性化計画

埼玉県 日高市 主要地方道飯能寄居線　新堀・北平沢工区 2.7 山梨埼玉広域観光活性化計画

埼玉県 熊谷市 主要地方道熊谷館林線　西環状工区 1.3
高規格道路（北関東・関越・圏央・東北）沿
線地域における広域的産業・物流活性化

千葉県 大網白里市
主要地方道千葉大網線（（仮）大網白里
SIC）

0.4
高規格幹線道路等の整備効果を県内各地に波
及し、地域経済を活発にするインターチェン
ジアクセス強化

山梨県 身延町 一般県道割子切石線　中富ICアクセス 2.0
リニア中央新幹線駅及びインターチェンジへ
のアクセス強化による産業や地域活力の向上
を図る社会基盤整備

長野県 松本市 一般県道波田北大妻豊科線　下島 0.5
長野県の豊かな自然と文化を活かした地域間
連携の強化と広域観光の推進

長野県 安曇野市 主要地方道塩尻鍋割穂高線　塚原 0.5
上信越地域における広域的産業・物流活性化
計画

長野県 南木曽町 一般国道256号　漆畑拡幅 0.9 甲信地域広域的観光活性化計画

長野県 茅野市 一般国道152号　杖突峠 0.5
上信越地域における広域的産業・物流活性化
計画

相模原市 相模原市
市道相原76号　橋本台工区
市道下九沢324号

0.6 広域的な交流や都市力を高める基盤整備

事業主体 事業実施箇所 事業名
延長
(km)

98



○まちづくり関係
＜都県・市町村が実施するまちづくり事業＞

防災・安全交付金

備考

（左記事業が含まれる社会資本総合整備計画名）

茨城県

水戸市，日立市，
牛久市，つくば
市，行方市，大洗
町，東海村，日立・
高萩広域下水道
組合

下水道総合地震対策事業
下水道総合地震
対策事業

茨城県における地震・津波に強い下水道整備計画
（重点）

茨城県 茨城県 公営住宅等ストック総合改善事業（竹隈団地） 公営住宅改善
茨城県住宅・建築物の防災・安全対策の推進　第
Ⅱ期

栃木県

宇都宮市、日光
市、大田原市、矢
板市、那須塩原
市、那須烏山市、
塩谷町、那須町、
那珂川町

宅地耐震化推進事業
大規模盛土造成
地変動予測調査

栃木県地域住宅等整備計画（防災・安全）（第二
期）（重点計画）

栃木県

栃木県、宇都宮
市、足利市、栃木
市、佐野市、鹿沼
市、日光市、小山
市、真岡市、大田
原市、矢板市、那
須塩原市、さくら
市、那須烏山市、
下野市、上三川
町、益子町、茂木
町、市貝町、芳賀
町、壬生町、野木
町、塩谷町、高根
沢町、那須町、那
珂川町

住宅・建築物安全ストック形成事業 耐震改修等 栃木県住環境整備計画（防災・安全）（第二期）

群馬県 高崎市 浜川運動公園
園路整備、運動
施設整備、用地
取得

高崎市都市公園防災機能強化計画（防災・安全）

群馬県 桐生市 改良住宅等ストック総合改善事業（東一丁目団地） 改良住宅改善
群馬県地域住宅等整備計画（地域住宅計画　群
馬地域（３期））

埼玉県 鴻巣市 都市防災総合推進事業
地区公共施設等
整備

鴻巣市における安全・安心のまちづくり計画（防
災・安全）

埼玉県 川口市 住宅市街地総合整備事業（芝地区）
密集市街地の改
善

川口市社会資本総合整備重点計画（防災・安全）
(Ｈ29～Ｈ33)

千葉県 浦安市 都市防災総合推進事業
地区公共施設等
整備、まちづくり
活動支援

密集市街地防災まちづくり(防災・安全）

千葉県 千葉県 公営住宅等ストック総合改善事業（大穴団地） 公営住宅改善 千葉県地域住宅等整備計画（防災・安全）（二期）

東京都 足立区 六町四丁目付近地区
都市再生区画整
理事業

活力のある都市の再生と、災害に備えたまちづくり
（２期）（防災・安全）（重点）

東京都 東京都 公営住宅整備事業（国立富士見台四丁目団地） 公営住宅建替 第2期東京都地域住宅防災・安全整備計画

神奈川県 横浜市 星川天王町駅間連続立体交差 鉄道立体事業
鉄道立体による地域間交流の円滑化計画（防災・
安全）（交通拠点連携集中支援）

神奈川県

神奈川県、横須賀
市、平塚市、鎌倉
市、藤沢市、小田
原市、茅ヶ崎市、
逗子市、三浦市、
秦野市、厚木市、
大和市、伊勢原
市、海老名市、座
間市、南足柄市、
綾瀬市、葉山町、
寒川町、大磯町、
二宮町、中井町、
大井町、松田町、
山北町、開成町、
箱根町、真鶴町、
湯河原町、愛川町

住宅・建築物安全ストック形成事業 耐震改修等
神奈川県内における住宅・建築物安全ストック形
成事業（防災・安全）（第２期）

山梨県 中央市 中央市総合防災公園
用地取得、建物
補償

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）

社会資本総合整備事業

都県 事業実施箇所 事業名 事業内容

99



○まちづくり関係
＜都県・市町村が実施するまちづくり事業＞

防災・安全交付金

備考

（左記事業が含まれる社会資本総合整備計画名）

社会資本総合整備事業

都県 事業実施箇所 事業名 事業内容

山梨県 笛吹市 公営住宅整備事業（石和四日市場団地） 公営住宅整備
山梨県全域における住宅セーフティーネットの構
築と安全安心な住まい・まちづくり（防災・安全）（第
2期）

長野県 千曲市 宅地耐震化推進事業
大規模盛土造成
地変動予測調査

千曲市宅地耐震化推進事業（防災・安全）

さいたま市 さいたま市 下水道浸水被害軽減総合事業 雨水管新設・増設
さいたま市の安全な都市をつくる下水道整備＜第
2期＞（防災・安全）（重点計画）

さいたま市 さいたま市 公営住宅整備事業（市営道祖土戸崎団地） 公営住宅建替 さいたま市地域住宅整備計画（防災・安全）

千葉市 千葉市 宅地耐震化推進事業
大規模盛土造成
地変動予測調査

千葉市宅地耐震化推進事業（防災・安全）

千葉市 千葉市 公営住宅等ストック総合改善事業（高浜第１団地） 公営住宅改善 千葉市地域住宅等整備計画（防災・安全）（Ⅱ期）

横浜市 横浜市 都市防災総合推進事業
地区公共施設等
整備

横浜市子ども安全まちづくり計画（防災・安全）

横浜市 横浜市
住宅市街地総合整備事業（横浜市まちの不燃化推
進地区）

密集市街地の改
善

横浜市における安全・安心のまちづくり（防災・安
全）その３

川崎市 川崎市 宅地耐震化推進事業
大規模盛土造成
地変動予測調査

川崎市宅地耐震化推進事業（Ⅱ期）（防災・安全）

川崎市 川崎市 公営住宅整備事業（市営久末団地） 公営住宅建替
川崎市住宅・建築物等整備計画（Ⅱ期）（防災・安
全）

相模原市 相模原市 相模総合補給廠共同使用区域内スポレクゾーン 造成整備
相模原市防災・安全都市公園事業（第2期）（防災・
安全）

相模原市 相模原市 住宅・建築物安全ストック形成事業 耐震改修等 相模原市住宅・建築物安全促進計画（防災・安全）

長野県

長野県、小諸市、
佐久市、小海町、
佐久穂町、川上
村、南牧村、南相
木村、北相木村、
軽井沢町、御代田
町、立科町、上田
市、東御市、長和
町、青木村、岡谷
市、諏訪市、茅野
市、下諏訪町、富
士見町、原村、伊
那市、駒ヶ根市、
辰野町、箕輪町、
飯島町、南箕輪
村、中川村、宮田
村、飯田市、松川
町、高森町、阿南
町、阿智村、平谷
村、根羽村、下條
村、売木村、天龍
村、泰阜村、喬木
村、豊丘村、大鹿
村、上松町、南木
曽町、木曽町、木
祖村、王滝村、大
桑村、松本市、塩
尻市、安曇野市、
麻績村、生坂村、
山形村、朝日村、
筑北村、大町市、
池田町、松川村、
白馬村、小谷村、
長野市、須坂市、
千曲市、坂城町、
小布施町、高山
村、信濃町、飯綱
町、小川村、中野
市、飯山市、山ノ
内町、木島平村、
野沢温泉村、栄
村、北アルプス広
域連合

住宅・建築物安全ストック形成事業 耐震改修等
長野県全域耐震改修等整備計画（第Ⅱ期）（防災・
安全）
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○まちづくり関係

＜都県・市町村が実施するまちづくり事業＞

社会資本整備総合交付金

備考

（左記事業が含まれる社会資本総合整備計画名）

茨城県 水戸市 泉町１丁目北地区
市街地再開発事
業

水戸市における市街地再開発事業による中心市
街地の交流拠点の形成

茨城県 水戸市 東町運動公園 体育館建設 水戸市　都市公園の整備計画

茨城県 境町
地域優良賃貸住宅整備事業（第2期境地区定住促
進住宅整備事業(仮称)）

地域優良賃貸住
宅整備

境町地域住宅整備計画

栃木県 宇都宮市 宇都宮都市拠点地区
都市再生整備計
画事業

宇都宮都市拠点地区都市再生整備計画

栃木県 宇都宮市 栃木県総合運動公園 新武道館整備
国民体育大会等の開催を見据えた県内都市公園
の整備

栃木県 茂木市 空き家再生等推進事業（空き建築物改修事業）
空き建築物の活
用

栃木県地域等整備住宅計画（第二期）

群馬県 前橋市 前橋市中心拠点地区
都市再構築戦略
事業

魅力ある拠点形成による賑わいにあふれたまちづ
くり

群馬県 高崎市 通常の下水道事業 汚水管新設・増設
高崎市における快適な生活環境確保のための基
盤整備（重点計画）

群馬県 前橋市 住宅市街地総合整備事業（中川地区） 住宅市街地整備 前橋版ＣＣＲＣ構想・生涯活躍のまちづくり

埼玉県 所沢市 所沢駅西口地区
都市再生区画整
理事業

所沢駅周辺地区整備計画

埼玉県 熊谷市 熊谷スポーツ文化公園
ラグビーW杯会場
改修

ラグビーワールドカップ2019会場整備の推進事業

埼玉県 志木市
空き家再生等推進事業（志木市老朽空き家対策事
業）

空き家住宅の除
却

埼玉県地域住宅等整備計画

千葉県 長生村 八積駅周辺地区
都市再生整備計
画事業

八積駅周辺の総合的なまちづくり

千葉県 八千代市 八千代広域公園
用地取得、施設
整備

県立都市公園の整備促進

千葉県 睦沢町
地域優良賃貸住宅整備事業（むつざわスマートウェ
ルネス住宅）

地域優良賃貸住
宅整備

睦沢町地域　地域住宅計画

東京都 八王子市 八王子市中心市街地周辺地区
都市再生整備計
画事業

八王子市中心市街地周辺地区都市再生整備計画

東京都 品川区 西品川一丁目地区
市街地再開発事
業

市街地再開発事業による災害に強く、活力のある
利便性の高いまちづくり（２期）（重点）

東京都 中央区 第一種市街地再開発事業（八重洲二丁目北地区） 市街地再開発
市街地再開発事業による良好な居住環境の整備
と都心居住等の推進を図るまちづくり（２期）

神奈川県 小田原市 小田原駅周辺地区（第２期）
都市再構築戦略
事業

小田原の歴史的資源を通じた賑わいと交流のコン
パクトシティ形成

神奈川県 厚木市 本厚木駅南口地区
市街地再開発事
業

神奈川県市街地再開発等重点整備計画(Ⅱ期)
市街地再開発事業による本厚木駅南口地区のま
ちづくり

神奈川県 湯河原町 街なみ環境整備事業（湯河原町温泉場地区） 街なみ整備 湯河原町温泉場地区における街なみ環境の向上

山梨県 甲州市 塩山駅周辺地区
都市再生整備計
画事業

歴史・文化と地域資源を活かすにぎわいある拠点
づくり～協働による歩いて暮らせるまちづくりの実
現～

山梨県 山梨県 公営住宅整備事業（県営玉川団地） 公営住宅建替
山梨県全域における住宅セーフティーネットの構
築と安全安心な住まい・まちづくり（第２期）

長野県 松本市 松本平広域公園
緑化フェア会場再
整備

長野県全国都市緑化フェア開催に伴う公園再生に
よるにぎわいの創出

長野県 長野市 高田若槻線 街路事業 安全で安心な都市基盤の整備計画

長野県 松本市 街なみ環境整備事業（歩いてみたい城下町地区） 街なみ整備 長野県良好なまちなみ形成によるまちづくり計画

さいたま市 さいたま市 大宮駅周辺地区
都市再生整備計
画事業

大宮駅周辺地区都市再生整備計画

さいたま市 さいたま市 大宮駅東口大門町２丁目中地区
市街地再開発事
業

大宮駅周辺地区都市再生整備計画

さいたま市 さいたま市 住宅市街地基盤整備事業（浦和東部第一団地） 区画内道路整備 住宅開発に係る基盤整備（第2期）

千葉市 千葉市 都川総合親水公園 用地買収 千葉市都市公園等整備事業

千葉市 千葉市 第一種市街地再開発事業（千葉駅東口地区） 市街地再開発 安全で快適な暮らしを支えるまちづくり

横浜市 横浜市 金沢八景駅東口地区
都市再生区画整
理事業

拠点駅周辺における土地利用促進と都市機能の
拡充（第二期）

横浜市 横浜市 新横浜公園
ラグビーW杯会場
改修

国際的なイベントに関連する都市公園の整備

都県 事業実施箇所 事業名 事業内容

社会資本総合整備事業
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○まちづくり関係

＜都県・市町村が実施するまちづくり事業＞

社会資本整備総合交付金

備考

（左記事業が含まれる社会資本総合整備計画名）

都県 事業実施箇所 事業名 事業内容

社会資本総合整備事業

横浜市 横浜市 公営住宅整備事業（市営寿町住宅） 公営住宅建替
横浜市における安全・安心で環境に配慮した住ま
い・まちづくりの実現（重点計画）

川崎市 川崎市 川崎駅周辺地区（第３期）
都市再生整備計
画事業

川崎駅周辺地区市街地の活性化

川崎市 川崎市 特別緑地保全地区
用地買収、法面
対策

多様な緑のネットワーク形成と人に優しいみどりの
まちづくり

川崎市 川崎市 公営住宅整備事業（市営有馬第二団地） 公営住宅建替
川崎市地域住宅等整備計画（Ⅱ期）（地域住宅計
画　川崎市地域（Ⅲ期））（重点計画）

相模原市 相模原市
住宅市街地基盤整備事業（麻溝台・新磯野第一整
備地区）

区画道路整備等
相模原市地域住宅等整備計画（相模原市地域住
宅計画）
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○港湾関係
＜都県・政令市が実施する港湾・海岸事業＞

防災・安全交付金

備考

（左記事業が含まれる社会資本総合整備計画名）

茨城県 茨城港他 岸壁（水深7.5m）（改良） 他 岸壁改良 他 茨城の港における長寿命化の推進（防災・安全）

茨城県 茨城港他 岸壁（水深5.5ｍ）（改良） 他 岸壁改良 他
茨城の港における長寿命化の推進（防災・安全）
（重点）

千葉県 千葉港他 岸壁（水深7.5m）（改良） 他 岸壁改良 他
千葉県における安全・安心・にぎわいのある港湾・
海岸の整備（防災・安全）

東京都 東京港 臨港道路の無電柱化 他
臨港道路の無
電柱化 他

東京港における港湾防災機能の維持・強化（防
災・安全）

東京都 神津島港他 津波避難施設 他
津波避難施設
築造 他

地域の振興を担う「みなと」づくり及び伊豆諸島地
域における総合的な高潮・侵食・環境対策の推進
（防災・安全）

横浜市 横浜港 岸壁改良（大さん橋ふ頭A、B岸壁） 他 岸壁改良 他
横浜港における港湾施設の機能維持（防災・安
全）

川崎市 川崎港 海底トンネルの改良 他
トンネル改良
他

利用しやすく安全で憩いとうるおいのある港づくり
（防災・安全）

横須賀市 横須賀港 新港岸壁 他 岸壁改良 他
横須賀港における安全・安心対策に係る港湾・海
岸の整備（防災・安全）

神奈川県 湘南港 臨港道路拡幅補修
臨港道路拡幅
整備

湘南港における安全・安心の港づくり（防災・安全）

茨城県 鹿島港海岸 他 高潮対策事業 堤防改良 他
茨城県における総合的な浸水・土砂災害対策の
推進（防災・安全）

千葉県 千葉港海岸 他 高潮対策事業 他 胸壁改良 他
千葉県における安全・安心・にぎわいのある港湾・
海岸の整備（防災・安全）

千葉県 千葉港海岸 他 老朽化対策事業
長寿命化計画
策定

千葉県における安全・安心・にぎわいのある港湾・
海岸の整備（防災・安全）（重点）

東京都 東京港海岸 高潮対策事業 他 堤防改良 他
東京港における海岸防災機能の強化・推進（防
災・安全）

東京都 東京港海岸 高潮対策事業他 護岸改良 他
東京港における海岸防災機能の維持・強化（防
災・安全）

東京都 新島港海岸 他 高潮対策事業 他 離岸堤整備 他
地域の振興を担う「みなと」づくり及び伊豆諸島地
域における総合的な高潮･侵食･環境対策の推進
(防災･安全)

川崎市 川崎港海岸 高潮対策事業 胸壁改良 他
利用しやすく安全で憩いとうるおいのある港づくり
（防災・安全）

横浜市 横浜港海岸 高潮対策事業 胸壁整備 他
横浜港における高潮・津波対策整備計画（防災・
安全）（重点）

横須賀市 横須賀港海岸 高潮対策事業 他 護岸改良 他
横須賀港における安全・安心対策に係る港湾・海
岸の整備（防災・安全）

社会資本総合整備事業

事業主体 事業実施箇所 事業名 事業内容
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社会資本総合整備事業

社会資本整備総合交付金
備考

（左記事業が含まれる社会資本総合整備計画名）

茨城県 茨城港他 岸壁Ｃ－Ｄ（水深12ｍ）保安施設 他
保安施設整備
他

茨城県港湾整備総合計画

千葉県 千葉港他 係留施設 他 浮桟橋整備 他
千葉県における安全・安心・にぎわいのある港湾・
海岸の整備（地域活性化）（重点）

東京都 東京港
海域環境創造・自然再生等事業（東京港野鳥公
園） 他

自然再生事業
他

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会等
に向けた魅力的な水辺空間の創造

東京都 岡田港他 臨港交通施設 他
臨港交通施設
整備 他

地域の振興を担う「みなと」づくり

神奈川県 湘南港 臨港道路橋梁等改良 他
橋梁拡幅整備
他

相模湾の港湾における安全で快適な港づくり

横浜市 横浜港 緑地整備（新港9号客船バース背後） 緑地整備 横浜港における客船寄港の促進（重点）

横浜市 横浜港 道路整備（キング軸） 橋梁整備 横浜港における賑わいの拠点づくり

横須賀市 横須賀港 小型船だまり整備事業防波堤 他 防波堤整備 他
横須賀港における船舶の安全な係留の確保と快
適な水辺空間の創出

社会資本整備総合交付金（復興）
備考

（左記事業が含まれる社会資本総合整備計画名）

茨城県 茨城港他 防波堤（沖） 他 防波堤整備 他
物流交通ネットワークの機能強化に向けた港づく
り（復興基本方針関連（復興））

茨城県 大洗港区海岸 高潮対策事業 堤防整備 他
茨城県における地震・津波等による災害対策の推
進（復興基本方針関連（復興））

事業主体 事業実施箇所 事業名 事業内容

事業主体 事業実施箇所 事業名 事業内容
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