
実施年度 局 事業概要 実施内容

県外からの誘客、県内周
遊観光の促進

大河ドラマ「鎌倉殿の13人」（ＮＨＫ）の周遊マップ作成・特設
ウェブページの開設（実施済）

国内外の観光客に対する
受入環境の整備

国内外の観光客が安全かつ、快適に滞在できる環境づくりに向け、
民間事業者に対し、施設整備等の費用を補助（実施済）

商店街の事業継続支援、
商店街内における消費喚
起

商店街がプレミアム商品券を発行するために要する経費の一部を補
助（実施済、令和３年度分完了）

コロナ禍での雇用対策事
業の強化・拡充

県就労支援施設の相談窓口等の強化や合同就職面接会、企業相談
会・面接会の実施（実施済）

就職氷河期世代の就労支
援

就職活動支援プログラムと合同就職面接会を実施（実施済）

ものづくり支援基盤整備
事業費

ものづくりに必要とされる設備機器や新たな技術を導入した他産地
に対して競争力を持てる質の高い新商品開発を支援する設備機器の
整備（実施済、R3年度分完了）

5,453百万円

整備年度 局 整備又は実施箇所 整備又は実施内容

妙本寺・衣張山歴史的風
土特別保存地区

鎌倉市大町３丁目地内において、ネット＋アンカー工を整備

北下浦漁港海岸 海岸保全施設の整備を支援

小田原漁港海岸 海岸保全施設の整備

農地保全事業 小田原市曽我別所の水路兼用農道を整備

農業用施設防災対策事業 伊勢原市上平間の農業用水路を整備　ほか

湛水防除事業 小田原市鬼柳の農業用用排水路を整備

農業用排水路整備事業 寒川町小谷地区の農業用水路を整備

土地改良基幹施設整備事
業

三浦市水余地区の排水路を整備

相模原市緑区鳥屋　ほか 荒井線　法面保護施設の整備　ほか（完了）

小田原市久野　ほか 足柄久野線　法面保護施設の整備　ほか（完了）

相模原市緑区青山　ほか 治山事業　山腹工を整備　ほか（完了）

南足柄市塚原　ほか 治山事業　谷止工を整備　ほか（完了）

根岸町地区 急傾斜地崩壊防止施設の整備（完了）

玉川 土砂災害・流木対策として透過型砂防堰堤の整備（完了）

茅ヶ崎海岸菱沼海岸地区 養浜等を実施

二級河川　引地川 引地川（藤沢市下土棚地地先）において、護岸整備を実施（完了）

二級河川　金目川 金目川（平塚市片岡）において、河床掘削を実施（完了）

34,213百万円

２　災害に強い県土づくりの推進

(1)台風・豪雨・火山などの自然災害対策

１　新型コロナウイルス感染症拡大の影響に係る経済対策の推進

3

環境農政局

県土整備局

年度別計

年度別計

3

国際文化観光局

産業労働局

平成28～30年度の主な活用事業令和３年度の主な活用事業



整備年度 局 整備又は実施箇所 整備又は実施内容

くらし安全防
災局 市町村

住宅の耐震化、消防団の資機材整備、消防県内広域応援に係る車両
整備等

保安林改良事業 愛甲郡清川村煤ケ谷の丸太柵工（完了）

保安林保育事業 平塚市虹ケ浜の本数調整伐　ほか（完了）

都市近郊保安林総合整備
事業

中郡大磯町高麗の危険木伐採　ほか（完了）

農道整備事業
広域農道小田原湯河原線の整備、基幹農道早川石橋地区の整備 ほ
か

県全域 災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）の整備

県全域 災害時における医療品等確保体制の整備

海老名市、二宮町、湯河
原町

二宮町ほか１市１町において、第二次スクリーニング（土質ボーリ
ング、地下水位観測等）を実施

横浜市 横浜市に、大規模建築物の耐震改修補助

横浜市、川崎市
横浜市ほか１市に、緊急輸送道路沿道の建築物の耐震診断・耐震設
計・耐震改修補助

相模原市 相模原市に、緊急輸送道路沿道の建築物の耐震設計補助

平塚市 平塚市に、緊急輸送道路沿道の建築物の耐震改修補助

藤沢市 藤沢市に、緊急輸送道路沿道の建築物の耐震設計・耐震改修補助

箱根町 箱根町に、緊急輸送道路沿道の建築物の耐震診断・耐震設計補助

藤沢市北部第二（三地
区）地区

藤沢市北部第二（三地区）地区において、街路築造工事を実施

国道134号 横須賀市において、電線共同溝を整備

県道61号(平塚伊勢原) 伊勢原市ほか１市において、電線共同溝を整備

国道412号 厚木市において、電線共同溝を整備

県道42号（藤沢座間厚
木）

綾瀬市において、電線共同溝を整備

国道255号 小田原市において、電線共同溝を整備

全県立学校 災害用公用携帯電話の運用

一部県立学校 災害時用トイレ処理セットの整備（完了）

全県立学校 教員を対象としたＤＩＧ（災害図上訓練）研修の実施等

5,113百万円

整備年度 局 整備又は実施箇所 整備又は実施内容

国道134号 鎌倉市稲村ガ崎三丁目における擁壁工事

国道135号 小田原市米神における越波対策工事（完了）

県道42号（藤沢座間厚
木）

座架依橋の耐震補強工事

県道78号（御殿場大井） 足柄大橋の耐震補強工事

県道720号（怒田開成小田
原）

小田原大橋の耐震補強工事

14,310百万円

県土整備局

健康医療局

年度別計

年度別計

3

(3)災害に備えた社会基盤施設の整備

(2)地震・津波対策の一層の強化

環境農政局

県土整備局

3

教育局



整備年度 局 整備又は実施箇所 整備又は実施内容

鶴見高校 体育館改修及び耐震補強工事（完了）

横浜翠嵐高校 校舎（第２棟）他改修及び耐震補強工事

光陵高校 特別教棟改修及び耐震補強工事（完了）

商工高校 柔剣道場・部室棟改修及び耐震補強工事（完了）

保土ケ谷高校 南棟他改修及び耐震補強工事（完了）

磯子工業高校 機械工場棟（Ｅ棟）他改修及び耐震補強工事（完了）

磯子工業高校 Ｂ棟（増築）他耐震補強工事（完了）

霧が丘高校 南棟改修及び耐震補強工事（完了）

市ケ尾高校 校舎（南棟）改修及び耐震補強工事（完了）

田奈高校 南棟改修及び耐震補強工事（完了）

川和高校 校舎（第３棟）改修及び他耐震補強工事（完了）

舞岡高校 東棟改修及び耐震補強工事（完了）

金井高校 北棟改修及び耐震補強工事（完了）

瀬谷高校 Ａ館改修及び耐震補強工事（完了）

瀬谷高校 Ｂ館改修及び耐震補強工事（完了）

新城高校 体育館兼講堂改修及び耐震補強工事（完了）

生田高校 体育館（柔剣道場）改修及び耐震補強工事（完了）

生田東高校 南棟改修及び耐震補強工事（完了）

横須賀高校 特別教室棟（Ｃ棟）他改修及び耐震補強工事（完了）

津久井浜高校 北棟改修及び耐震補強工事（完了）

津久井浜高校 中央棟改修及び耐震補強工事（完了）

平塚江南高校 中館Ａ他耐震補強工事（完了）

平塚農商高校 普通教棟他改修及び耐震補強工事

平塚工科高校 校舎棟改修及び耐震補強工事

平塚工科高校 本館棟他改修及び耐震補強工事（完了）

鎌倉高校 Ｅ棟改修及び耐震補強工事

鎌倉高校 Ｂ棟他改修及び耐震補強工事（完了）

藤沢清流高校 南棟改修及び耐震補強工事（完了）

小田原城北工業高校 実験実習（Ｄ）棟他改修及び耐震補強工事

小田原城北工業高校 Ｂ棟１他改修及び耐震補強工事（完了）

茅ケ崎高校 中館他改修及び耐震補強工事

鶴嶺高校 西棟改修及び耐震補強工事（完了）

鶴嶺高校 南棟改修及び耐震補強工事

茅ケ崎西浜高校 管理棟他改修及び耐震補強工事（完了）

茅ケ崎西浜高校 南館他改修及び耐震補強工事

相模原高校 本館（Ａ棟）他改修及び耐震補強工事

麻溝台高校 Ａ棟西他改修及び耐震補強工事（完了）

上溝南高校 北棟他改修及び耐震補強工事（完了）

上鶴間高校 南棟改修及び耐震補強工事（完了）

秦野高校 第２棟（校舎棟）他改修及び耐震補強工事

秦野高校 第５棟改修及び耐震補強工事（完了）

3

(4)災害時に重要な役割を果たす県有施設等の耐震改修

教育局



厚木高校 校舎（１棟）他改修及び耐震補強工事（完了）

厚木東高校 Ｃ棟耐震補強工事（完了）

大和高校 Ａ棟他改修及び耐震補強工事（完了）

大和高校 Ｂ棟改修及び耐震補強工事（完了）

大和南高校 北棟改修及び耐震補強工事（完了）

伊勢原高校 格技場改修及び耐震補強工事（完了）

伊志田高校 校舎（南棟）改修及び耐震補強工事（完了）

海老名高校 南棟他改修及び耐震補強工事

海老名高校 北棟改修及び耐震補強工事

座間高校 武道館改修及び耐震補強工事（完了）

足柄高校 南棟改修及び耐震補強工事（完了）

寒川南棟 南棟改修及び耐震補強工事（完了）

山北高校 Ｂ棟他改修及び耐震補強工事

城山高校 教室棟２他改修及び耐震補強工事（完了）

三ツ境養護学校 第１棟（校舎）改修及び耐震補強工事（完了）

三ツ境養護学校 第２棟改修及び耐震補強工事

中原養護学校 校舎（Ａ棟）改修及び耐震補強工事（完了）

平塚養護学校 本館他改修及び耐震補強工事（完了）

相模原養護学校 校舎（Ｂ棟）改修及び耐震補強工事（完了）

緑警察署 警察署庁舎の新築工事（完了）

旭警察署 警察署庁舎の耐震補強工事（完了）

20,856百万円年度別計

3

教育局

警察本部



整備年度 局 整備又は実施箇所 整備又は実施内容

県道731号（矢倉沢仙石
原）（南足柄市と箱根町
を連絡する道路）

南足柄市矢倉沢～箱根町仙石原において、道路新設整備（完了）

県道611号（大山板戸）大
山バイパス

伊勢原市大山～三ノ宮において、道路新設整備（完了）

その他 45路線の整備等

18,998百万円

(県土整備局のみ)

整備年度 局 交付先 整備内容

横浜市
高速横浜環状南線の整備
横浜湘南道路の整備　ほか

川崎市
臨港道路東扇島水江町線の整備
東京丸子横浜線の整備　ほか

相模原市 宮上横山線の整備

首都高速道路及び道路関係国直轄事業

整備年度 局 出資金・負担金 整備内容

首都高速道路 横浜北線の整備（完了）

道路関係国直轄事業
首都圏中央連絡自動車道（横浜湘南道路）の整備
国道246号（新秦野IC）の整備　ほか

政令市市街地再開発臨時補助金

整備年度 局 交付先 整備内容

横浜市 横浜駅きた西口鶴屋地区市街地再開発事業

川崎市
川崎駅北口地区第2街区10番館ビル優良建築物等整備事業
向ヶ丘遊園駅前北地区優良建築物等整備事業

3 県土整備局

３　県内経済の持続的な発展に向けた幹線道路の整備

3 県土整備局

年度別計

3 県土整備局

政令市道路整備臨時補助金

3 県土整備局


