令和３年９月現在

神奈川県国土強靱化地域計画に基づき実施する国の交付金・補助金等の対象事業一覧

局名

1

2

3

4

所管所属

環境農政局 森林再生課

環境農政局 森林再生課

環境農政局 森林再生課

環境農政局 農地課

事業名

森林整備事業

治山事業

国の交付金・補助金等の名称

【農林水産省】農山漁村地域整備交付金

【農林水産省】治山事業
【農林水産省】農山漁村地域整備交付金

林道事業

【農林水産省】森林整備事業（山村強靱
化林道整備事業）
【農林水産省】農山漁村地域整備交付金

農道整備

【内閣府】地方創生整備推進交付金
【農林水産省】農村地域防災減災事業費
補助（農村地域防災減災事業）
【農林水産省】農山漁村地域整備交付金

地域計画
の施策No.

健全な森林整備を図るため、森林の状況に応じた
造林、適切な保育間伐を推進するとともに、複層林
や混交林など災害に強い多彩な森林づくりを進め
7-6-② る。
【目標】花粉発生源となっているスギ・ヒノキの人工
林等を花粉発生の少ない森林に転換する。
【主な取組】
・荒廃した森林を復旧し、また、土砂崩れ等の山地
災害を未然に防止するために、治山施設を整備す
る。
1-5-② ・山地災害の危険性の高い保安林指定地から計画
的に治山事業を進める。
【目標】
森林の山地災害防止機能等を適切に発揮させる。
【主な取組】
・健全な森林整備を図るため、森林の状況に応じた
造林、適切な保育間伐を推進するとともに、複層林
や混交林など災害に強い多彩な森林づくりを進め
る。
7-6-②
【目標】
地域森林計画の「開設、改良または舗装すべき林道
の種類別、箇所別の数量」に掲載されている林道の
整備を行う。
1-1⑥
1-4⑤
2-2①
6-4①
7-1③
7-6④

5

環境農政局 農地課

農業水利施設整備

【農林水産省】農村地域防災減災事業費
補助（農村地域防災減災事業）
【農林水産省】農業水利施設保全管理整
備交付金

1-1⑥
1-4⑤
7-1③
7-6④

6

環境農政局 農地課

農地保全整備

【農林水産省】農村地域防災減災事業費
補助（農村地域防災減災事業）

1-1⑥
1-4⑤
7-1③
7-6④

7

環境農政局 水産課

海岸事業（漁港海岸）

【農林水産省】海岸保全施設整備事業費
補助
①海岸保全施設整備事業（農地海岸）
②海岸保全施設整備事業（漁港海岸）

1-4④

環境農政局 水産課

水産基盤整備事業

【農林水産省】水産物供給基盤整備事業
費補助（水産基盤整備事業）

環境農政局 水産課

漁港漁村環境整備事
業

8

9

10 環境農政局 水源環境保全課

11 環境農政局 水源環境保全課

保安林制度と保安林
改良事業

合併処理浄化槽整備
費補助

【農林水産省】農山漁村地域整備交付金

【農林水産省】治山事業

【環境省】循環型社会形成推進交付金
（浄化槽分）

1/3

事業の概要・実施箇所等

5-6①

1-3②

7-6②

8-5③

災害時の緊急輸送路としての機能や集落孤立防止
等に資するため、広域農道や基幹農道の整備を行
う。（４地区）
経年変化により老朽化している供用中の農道につ
いて、点検・維持補修を行う。（3地区）
農業用排水路のうち、雨水流下能力が不足してい
るものや、老朽化しているものの改修工事を行う。
（9地区）
河川内にある農業用工作物の構造が不十分な施設
について整備補強工事を行う。（1地区）
急傾斜地帯の農地の降雨による被災防止のため、
排水路、農道等の農地保全施設の整備工事を行
う。（1地区）
海岸高潮対策として、背後地の浸水防護等のため、
小田原漁港海岸で侵食防止・高潮対策の人工リー
フの整備を進める。
地震・津波等による被災時の早期復旧が図られる
よう、施設の被害を最小限に抑えるため、小田原漁
港防波堤（２）の延伸、改良等防波堤の再整備を進
める。
住民等の迅速かつ適切な避難行動を支えるため
に、三崎漁港に津波監視カメラや津波情報盤、城ヶ
島大橋に投下物防止（転落防止）柵等の設置を進め
る。
水源のかん養、災害の防止等の公益的機能の高度
発揮を目的として、特に保全が必要な森林を保安
林に指定する。（令和3年３月31日現在
51,918haが保安林に指定されている。）
自然災害等で荒廃した保安林を整備し、その機能
を復旧する事業を行う。
浄化槽が破損することにより土壌や地下水への大
腸菌群の流出等、生活環境の悪化リスクが増加し、
伝染病等の発生につながることから、災害に強く早
期に復旧できる合併浄化槽の整備を行う。

局名

所管所属

12 環境農政局 農政課

事業名

国の交付金・補助金等の名称

【農林水産省】農業・食品産業強化対策
強い農業・担い手づく 整備交付金
り総合支援交付金
（強い農業・担い手づくり総合支援交付
金のうち卸売市場施設整備）

13 産業労働局 エネルギー課

県有施設太陽光発電
等導入費

【環境省】二酸化炭素排出抑制対策事業
費等補助金
（地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現
する避難施設等への自立・分散型エネル
ギー設備等導入推進事業）

14 県土整備局 技術管理課

地籍調査の促進

【国土交通省】防災・安全交付金

地域計画
の施策No.

7-6④

6-1④

8-4②

15 県土整備局 都市整備課

市街地再開発事業

【国土交通省】防災・安全交付金

1-1 ④

16 県土整備局 道路管理課

電線地中化促進事業

【国土交通省】無電柱化推進事業費補助

1-1⑥
4-1②
6-4⑥

道路災害防除事業

【国土交通省】防災・安全交付金
【国土交通省】道路更新防災等対策事業
費補助

2-2①
6-4④

17 県土整備局 道路管理課

事業の概要・実施箇所等

産地や担い手の発展の状況に応じて必要となる農
業用機械・施設の導入等及び産地の基幹施設や食
品流通拠点施設（以下「施設等」という。）の整備を
支援する。
平時における地域の低炭素化を実現しつつ、災害
時にも発電・電力供給等の機能発揮が可能な再生
可能エネルギー・蓄エネルギーシステム等を災害時
避難施設等へ導入する。
市町村が実施する地籍調査の取組を支援し、大規
模災害からの迅速な復旧・復興に資する土地情報
の整備を推進する。
市街地再開発事業等による土地の高度利用、建
築物の耐震化等を進め、既成市街地の再整備を促
進する。
神奈川県無電柱化推進計画に基づき、電線地中化
を行う。
道路の法面や路肩の石積等の危険箇所に防災工事
を行う。
また、トンネル・洞門の定期点検及び修繕を行う。
橋梁の耐震対策を行う。
また、橋梁の定期点検及び修繕を行う。
＜橋梁耐震対策＞
○県道42号（藤沢座間厚木） 座架依橋
完了年度 ： 2023年度
全体事業費 ： 1,080百万円
○県道78号（御殿場大井） 足柄大橋
完了年度 ： 2023年度
全体事業費 ： 1,390百万円
○県道720号（怒田開成小田原） 小田原大橋
完了年度 ： 2023年度
全体事業費 ： 892百万円

18 県土整備局 道路管理課

橋りよう補修事業

【国土交通省】防災・安全交付金
【国土交通省】道路更新防災等対策事業
費補助

2-2①
6-4④

19 県土整備局 道路管理課

交通安全施設等整備
事業

【国土交通省】道路更新防災等対策事業
費補助

2-2①

横断歩道橋等の定期点検を実施し、必要な補強工
事を行う。

20 県土整備局 道路管理課

交通安全施設等整備
事業

【国土交通省】防災・安全交付金

3-2①

停電時における節電対策として道路照明灯のLED
化を行う。

21 県土整備局 道路整備課

道路や橋りょう等の整
【国土交通省】防災・安全交付金
備

22 県土整備局 道路整備課

避難場所の確保・整備

【国土交通省】防災・安全交付金
【国土交通省】地域連携道路事業費補助

2/3

2-2①
2-6②
5-5④
6-4④

1-1⑥
1-5⑨
7-1③
7-3③

・緊急輸送道路、避難路となる道路や橋りょうの整
備を進める。
・災害時の緊急物資の輸送、救助・救急、消火活動
等の緊急活動を迅速かつ円滑に実施するため、交
通拠点へのアクセス道路等を多重性のある道路
ネットワークとして整備するとともに、都市内のど
の地域にも複数の経路でアクセスできるよう計画
的な整備を進める。
【目標】
・IC接続道路整備の着手・整備継続・完了予定路線
数：整備継続・完了予定2
・交流幹線道路網整備の着手・整備継続・完了予定
路線数：整備継続・完了予定17
【重点的に推進する路線】
○県道64号(伊勢原津久井) (古在家工区 北側)
完成予定年度 ： 2022年度
全体事業費
： 33億円
○県道603号(上粕屋厚木) (西富岡バイパス)
完成予定年度 ： 2023年度
全体事業費
： 158億円
○県道611号(大山板戸） (大山バイパス)
完成予定年度 ： 2021年度
全体事業費
： 74億円
○県道64号(伊勢原津久井) (日向 ①工区)
完成予定年度 ： 2022年度
全体事業費
： 12億円
○県道709号(中井羽根尾)(Ⅰ期②工区-A工区)
完成予定年度 ： 2021年度
全体事業費
： 60億円
幅の広い街路の整備を行い、災害時における火災
の延焼防止や避難経路の確保等、防災空間の確保
を図る。
【目標】着手・整備継続・完了予定17［R6］

局名

所管所属

事業名

国の交付金・補助金等の名称

地域計画
の施策No.

治水対策

【国土交通省】防災・安全交付金【拡充】
【国土交通省】特定洪水対策等推進事業
費補助

24 県土整備局 河川課

河川改修

【国土交通省】防災・安全交付金【拡充】
【国土交通省】特定洪水対策等推進事業
費補助

1-4②

25 県土整備局 河川課

ダムの施設等の管理

【国土交通省】防災・安全交付金

7-4②

26 県土整備局 河川課

河川管理施設改築・長 【国土交通省】特定洪水対策等推進事業
寿命化事業
費補助

23 県土整備局 河川課

27 県土整備局 砂防海岸課

土砂災害対策

28 県土整備局 砂防海岸課

海岸保全施設等の整
備

29 県土整備局 砂防海岸課

高潮対策

【国土交通省】防災・安全交付金
【国土交通省】特定土砂災害対策推進事
業費補助

【国土交通省】防災・安全交付金

【国土交通省】防災・安全交付金

1-4①

7-4③

1-5①
5-5②
6-4②

1-3⑤

1-4④

30 県土整備局 砂防海岸課

港湾の整備

31 県土整備局 下水道課

神奈川県における下
水道事業の推進(防
災・安全)

【国土交通省】防災・安全交付金

6-3①

32 県土整備局 建築指導課

宅地耐震化推進事業

【国土交通省】防災・安全交付金

1-1 ④

33 県土整備局 建築安全課

住宅の耐震化に関す
る普及・啓発事業

【国土交通省】防災・安全交付金

1-1①

34 県土整備局 建築安全課

緊急輸送道路沿道建
築物耐震化補助事業

【国土交通省】防災・安全交付金

【国土交通省】防災・安全交付金

2-1①

1-2①

事業の概要・実施箇所等

災害に強いまちづくりを進めるために、護岸や洪水
調節施設の整備を行う。
【目標】 護岸整備延長 0.3km
洪水調節施設の供用開始 １箇所
災害に強いまちづくりを進めるために、護岸や洪水
調節施設の整備を行う。
【目標】 護岸整備延長 0.3km
洪水調節施設の供用開始 １箇所
完成後、相当の年月が経過し、老朽化しつつあるダ
ム施設等について、施設の管理及び計画的な施設
改良を行う。
時間の経過とともに老朽化が進む河川管理施設に
ついて、ランクづけを行い、計画的・重点的に維持
補修を行う。
豪雨や地震によるがけ崩れ、地すべり、土石流等
の土砂災害に備えるため、土砂災害防止施設の整
備と土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等
の調査、指定を推進する。
・砂防施設（堰堤工・渓流保全工等）の整備を行う。
・地すべり防止施設（アンカー工・横ボーリング工
等）の整備を行う。
・急傾斜地崩壊防止施設（コンクリート擁壁、法枠
等）の整備を行う。
・土砂災害警戒区域等の見直し調査等を行う。
防潮堤など海岸保全施設等の整備を進め、津波
の浸水を防止・抑止して、迅速な避難を支援し、ま
た被害の拡大を抑制する。
・海岸堤防等の海岸保全施設の整備を行う。
海岸高潮対策として、護岸等を整備するのみなら
ず、侵食に合わせ、かつ、環境・利用が調和した対策
を実施する。
・養浜、護岸の整備を行う。
県が管理している港湾施設について、災害時にお
ける海上輸送路の確保を図ることにも留意しなが
ら整備を進める。
・老朽化対策を実施する。
・流域下水道施設の耐震補強工事を実施する。
・下水道施設の耐津波化（処理場の津波浸水対策及
び放流口からの津波進入防止対策の実施）を行う。
過年度までに抽出した、大規模盛土造成地の変動
予測調査の優先度評価を行い、抽出した箇所につ
いて宅地の耐震化を促進する。
耐震診断・耐震知識に関するパンフレットの配布及
び耐震セミナー・講習会の実施(住宅・建築物安全
ストック形成事業)
緊急輸送道路のうち、緊急輸送の骨格をなす第１次
緊急輸送道路について、県が耐震診断を義務化し
た路線の沿道建築物の耐震診断・改修に対して助
成する。（住宅・建築物安全ストック形成事業）
介護施設等における防災・減災対策を推進するた
め、スプリンクラー等の整備、老朽化に伴う大規模
修繕等のほか、「防災・減災、国土強靱化のための５
か年加速化対策」（令和2年12月11日閣議決定）等
を踏まえ、施設の耐震化整備、倒壊の危険性のある
ブロック塀等の改修、災害時に施設機能を維持す
るための電力・水の確保を自力でできるよう非常
用自家発電設備・給水設備の整備、水害対策強化
に必要な経費を計上する。

高齢福祉課

地域介護・福祉空間整 【厚生労働省】地域介護･福祉空間整備
備等施設整備交付金 等施設整備交付金

1-2④

36 教育局

教育施設課

県立学校施設耐震改
修工事

【文部科学省】学校施設環境改善交付金

1-2②

37 教育局

文化遺産課

歴史活き活き！史跡
等総合活用整備事業

【文部科学省】国宝重要文化財等保存・
活用事業費補助金

1-1⑳

災害等から貴重な文化財を保護するため、防災対
策を行う所有者等に対し補助を行う。

38 教育局

文化遺産課

重要文化財等防災施
設整備事業

【文部科学省】国宝重要文化財等防災施
設整備費補助金

1-1⑳

災害等から貴重な文化財を保護するため、防災対
策を行う所有者等に対し補助を行う。

35

福祉子どもみらい局

3/3

耐震補強が必要な県立学校の校舎や体育館等の耐
震化を進める。
【目標】県立学校の耐震化率100%

