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令和４年３月２５日に発表されました国土交通省関係予算の郡山市配分内容（道路、河川事業分）

及び「こおりやま広域圏」（郡山市以外４市８町４村）の配分額について下記のとおりお知らせしま

す。 

  １．国の配分方針 

（１）令和４年度国土交通省関係予算では、「国民の安全・安心の確保」、「社会経済活動の確実

な回復と経済好循環の加速・拡大」、「豊かで活力ある地方創りと分散型の国づくり」を３

本柱として、令和３年度補正予算と合わせて切れ目なく取組を進めることとしている。 

（２）また、社会資本整備については、「総力」を挙げたストック効果の最大化や「インフラ経     

営」の視点に立った既存施設の計画的な維持管理・更新・利活用を図りつつ、波及効果の大

きなプロジェクト等を戦略的かつ計画的に展開していく必要がある。 

（３）以上のような点を踏まえ、一般公共事業等予算の配分に当たっては、 

  ・あらゆる関係者により流域全体で行う「流域治水」の本格的展開 

  ・インフラ老朽化対策等による持続可能なインフラメンテナンスの実現 

  ・地域における総合的な防災・減災対策、老朽化対策等に対する集中的支援（防災・安全   

交付金） 

  ・効率的な物流ネットワークの強化 

  ・国際コンテナ戦略港湾等の機能強化 

  ・成長の基盤となる社会資本整備の総合的支援（社会資本整備総合交付金） 

  ・コンパクトでゆとりとにぎわいのあるまちづくりの推進 

  ・多様な世帯が安心して暮らすことができる住宅セーフティネット機能の強化 

  などについて、地域の実情や要望、事業の必要性や緊急性に基づき、配分を行う。 

（４）なお、東日本大震災からの復興関係予算については、「第２期復興・創生期間」における  

東日本大震災からの復興・再生に向け、復興庁が定める実施に関する計画に従い、着実に執

行する。 

 

  ２．関連資料 

     箇所付（一覧表、位置図※郡山市分のみ） 

 

  ３．配分額                                 ※事業費 

 道 路 河 川 

郡山市事業分 2,633,469千円 747,000千円 

こおりやま広域圏分（郡山市以外） 2,225,684千円 51,000千円 

計 4,859,153千円 798,000千円 

 

令和４年度 国土交通省予算配分 

郡山市に配分された事業予定箇所について 

 ※道路、河川事業分 

ターゲット 11．ａ 

令和 4 年 4 月１日 

郡山市建設交通部 

道路建設課 

課長 阿部淳一  

TEL：924－2291 

SDGｓ ターゲット 11.a 「経済、社会、環境面における都市部、都市周辺部及び農村部間の良好なつながりを支援する。」 

https://www.city.koriyama.lg.jp/life/6/36/243/


≪2022年度国土交通省予算 郡山市箇所付一覧≫ ※国土交通省記者発表資料（事業実施箇所表）より抽出 １／２

１．国土交通省直轄事業

事 業 事　業　名
R３年度補正

事業費
R４年度
事業費

合計 事業内容等 図面No.

福島49号交通安全対策
（郡山）山中交差点改良

ー 30,000 30,000 右折レーン設置（田村町山中地内）　用地補償 ①

福島49号交通安全対策
（郡山）谷田川地区歩道整備

100,000 106,000 206,000 歩道設置及び既設歩道拡幅（田村町谷田川地内） ②

福島4号（西郷村～郡山市） 交通安全施設等整備

福島49号（平田村～会津坂下町） 交通安全施設等整備

福島4号（西郷村～国見町） ※610,000 ー ※610,000 防災、維持補修等（ゼロ国債含む）

福島49号（いわき市～西会津町） ※347,000 ー ※347,000 防災、維持補修等（ゼロ国債含む）

福島49号電線共同溝 20,000 20,000 調査設計（富田地区） ③

※1,349,400 156,000 ※1,505,400

　阿武隈川上流　郡山地区河道掘削事業 河道掘削　L=2,000m  V=40,000㎥ ①

　阿武隈川上流　御代田地区堤防整備事業 築堤　L=500m ②

 ※ 路線及び河川の全体事業費（郡山市事業分の抽出は不可）

２．福島県事業

事 業 事　業　名
R３年度補正

事業費
R４年度
事業費

合計 事業内容等 図面No.

橋梁長寿命化修繕計画 ※1,522,000 ※4,933,000 ※6,455,000
橋梁修繕（県内108橋）
【郡山市・国道288号 小泉橋、県道中ノ沢熱海線 坂口橋】

①-１～
２

トンネル長寿命化修繕計画 ※506,000 － ※506,000
トンネル修繕
【郡山市・国道294号 三王坂トンネル】

②

道路附属物等長寿命化修繕計画 ※499,000 ※1,197,000 ※1,696,000
トンネル修繕（県内33か所）
【郡山市　県道郡山停車場線 あさか歩道橋、さくら陸橋】

③-1～２

社会資本整備総合交付金

内環状線外１線（西原） ー 26,000 26,000 道路改良（富久山町福原地内） ④

防災・安全交付金

郡山停車場線　駅前 26,626 38,922 65,548

荒井郡山線　外 197,024 － 197,024
全15路線　荒井郡山線、郡山湖南線、294号、郡山大越線、郡山長沼線、小野郡
山線、二本松金屋線、本宮熱海線、須賀川二本松線、河内郡山線、288号

郡山矢吹線　三穂田 外 105,050 － 105,050

※2,855,700 ※6,194,922 ※9,050,622

　逢瀬川 50,000 530,000 580,000 河道掘削 ①

　谷田川 200,000 300,000 500,000 堤防強化、河道掘削 ②

250,000 830,000 1,080,000

 ※ 路線及び河川の全体事業費（郡山市事業分の抽出は不可）

（千円）

項　　　目

　交通安全

※292,400 ー ※292,400

維持管理

電線共同溝

小計（郡山市内の箇所付け事業費）

河 川

　河道掘削

※5,626,000 ※160,000 ※5,786,000
　築堤

河 川

河道掘削

堤防補強、河道掘削

小計（郡山市内の箇所付け事業費）

（千円）

項　　　目

道 路

道路メンテナンス事業

(P3)賑わいと思いやりのある元気な
ふくしまのまちづくり

(P2)安全で安心して暮らせる地域・
社会の形成（防災・安全）

(P9)通学路等の要対策箇所における
安全確保の推進（重点）

小計（郡山市内の箇所付け事業費）
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２／２

３．郡山市事業

R３年度補正
事業費

R４年度
事業費

計

国費 国費 計

57,500 502,474 559,974

31,625 276,360 307,985

ー 64,000 64,000

ー 35,200 35,200

防災・安全交付金

139,800 48,290 188,090

69,900 24,145 94,045

ー 3,468 3,468

ー 2,312 2,312

48,000 118,447 166,447

26,400 65,145 91,545

社会資本整備総合交付金

ー 255,990 255,990

ー 127,995 127,995

ー 315,000 315,000

ー 157,500 157,500

ー 352,500 352,500

ー 176,250 176,250

85,500 310,500 396,000

42,750 155,250 198,000

ー 332,000 332,000

ー 182,600 182,600

330,800 2,302,669 2,633,469

170,675 1,202,757 1,373,432

555,000 129,000 684,000

185,000 43,000 228,000

12,000 ー 12,000

4,000 ー 4,000

51,000 ー 51,000

17,000 ー 17,000

618,000 129,000 747,000

206,000 43,000 249,000

（千円）

事 業 項　　　目 事　業　名 事業内容等 図面No.

道路

道路メンテナンス事業 橋梁長寿命化修繕計画
橋梁修繕工事（N=7橋）,測量設計委託（N=2橋）
橋梁点検（N=148橋）,ﾄﾝﾈﾙ点検（N=1箇所）

①-1～9

無電柱化推進計画事業 郡山市無電柱化推進計画事業 開成三丁目７号線（開成三丁目） ②

(P2)安全で安心して暮らせる地域・
社会の形成（防災・安全）

荒井八山田線ほか 舗装修繕工事（N=5箇所）,測量設計委託（N=3箇所） ③-1～8

赤津2号線ほか34路線 除雪（雪寒道路各所）

(P9)通学路等の要対策箇所における
安全確保の推進（重点）

通学路安全対策事業 通学路安全対策工事（市内各所）

(P1)活力に満ち思いやりにあふれた
地域・社会の形成

麓山一丁目久保田線 建物補償等 ④

(P3)賑わいと思いやりのある元気な
ふくしまのまちづくり

内環状線 用地補償、道路改良 ⑤

伊賀河原地区（東部幹線、伊賀河原1号線、郡山インター線） ⑥

徳定地区（安積永盛駅前線、徳定行合橋線、笹川大善寺線） ⑦

踏切道改良計画事業 第一越後街道踏切道 こ線橋新設工事（橋台、橋脚、上部工製作等） ⑧

河川

河川改修 徳定川
徳定川（学園区間）整備工事、放水路整備工事、物件移設補償
古川池開削工事、公共施設管理者負担金

①

河川改修 照内川

河川改修 愛宕川 水道移設補償（設計） ②

小　計

小　計

付帯工詳細設計 ③
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≪2022年度国土交通省予算 こおりやま広域圏（郡山市以外）箇所付一覧≫ ※国土交通省記者発表資料（事業実施箇所表）より抽出 １／２

１．国土交通省直轄事業

事 業 路　線　名 市町村名 事業費 備考

国道４号 鏡石町 100,000

国道４９号 猪苗代町 42,000

国道４号 須賀川市 20,000

162,000

河 川 　阿武隈川 玉川村 ※151,000

 ※ 全体事業費（市町村分の抽出は不可）

２．福島県事業

事 業 事　業　名 市町村名 想定事業費 備考

無電柱化推進計画事業 須賀川市 ※1,020,000

大玉村 10,000

磐梯町 9,000

道路メンテナンス事業
【橋梁長寿命化修繕計画】

右記載 ※4,933,000

道路メンテナンス事業
【トンネル長寿命化修繕計画】

右記載 ※1,504,000

、 ※7,476,000

河 川 　右支夏井川 小野町 160,000

 ※ 全体事業費（市町村分の抽出は不可）

　玉井小学校

（千円）

種　別

道 路

直轄事業（改築）

直轄事業（交通安全）

事業内容等

　矢吹鏡石道路

　山潟地区線形改良（猪苗代町）

小　計

直轄事業（電線共同溝） 　大黒町地区電線共同溝

道 路

　直轄事業（総合水系環境整備事業）

（千円）

事業内容等

　大規模特定河川事業

石川町：里美橋、明神橋　二本松市：深堀橋、大壇こ線橋、田子屋橋、諸田橋、田谷橋　玉川村：
大寺橋　猪苗代町：猪苗代跨線橋（上）（下）　須賀川市：千里ボックスカルバート　天栄村：第
１号橋　須賀川市：北作橋　古殿町：才木草第２コルゲートパイプ、田口橋　田村市：日照田橋、
小山先橋　本宮市：小野町：夏井橋、平館橋、万景橋　三春町：町田橋、中郷橋、三春こ線橋　浅
川町：畑田橋　石川町：宮橋歩道橋左　平田村：旗杭橋

須賀川市：江持隧道　天栄村：羽鳥トンネル、羽鳥隧道

　補助事業

項　　　目

小　計

　磐梯第一小学校

交通安全対策（通学路緊急対策）

（主）中野須賀川線（牛袋）
（都）須賀川駅並木町線〔須賀川市〕
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２／２

３．こおりやま広域圏各市町村事業（郡山市以外）

事 業 事　業　名 市町村名 事業費 備考

須賀川市 155,000

二本松市 193,000

田村市 72,000

本宮市 91,000

大玉村 6,000

鏡石町 171,000

天栄村 34,000

磐梯町 7,000

猪苗代町 75,000

石川町 82,000

玉川村 22,000

平田村 19,000

浅川町 24,000

古殿町 7,000

三春町 11,000

小野町 27,000

996,000

二本松市 71,710

平田村 31,850

猪苗代町 26,640

須賀川市 4,000

天栄村 19,804

磐梯町 23,672

177,676

須賀川市 62,535

二本松市 115,000

田村市 51,705

本宮市 86,300

鏡石町 20,000

平田村 22,089

小野町 69,635

427,264

二本松市 124,138

須賀川市 98,830

石川町 117,074

玉川村 98,320

平田村 46,240

古殿町 53,182

磐梯町 66,960

604,744

鏡石町 20,000

20,000

2,225,684

笹平川 須賀川市 51,000

51,000

草場乙空釜線　草場工区

越代熊倉線　大久田工区

磐梯大谷線

修繕（２橋）、点検計画

市道Ⅱ-27号線　狸森工区、市道Ⅰ-14号線　森宿工区

町道220号線　大内工区、町道111号線　長石田工区、町道213号線　藤扱沢工区

村道中-16号線、村道竜-15号線ほか３路線

修繕（４橋）

修繕（４橋）

修繕（１橋）

百目木・堀切線

大寺小中野線ほか42路線

若宮・箕輪線、安達駅・源八坂線

高森線　鹿山工区

大山・松沢線

修繕（１橋）、点検計画

（千円）

堅田五百莉線

市道Ⅰ-38号線ほか34路線

河川
河川改修

合　計

合　計

河川改修工事

道路

(P2)安全で安心して暮らせる地域・
社会の形成（防災・安全）

(P9)通学路等の要対策箇所における
安全確保の推進（重点）

計

計

修繕（３橋）、点検計画

鏡石駅東第１土地区画整理事業

計

草場清水線ほか

計

計

笠石476号線ほか　旭町工区

逆水論田線　小平工区

黒沢線ほか113路線

防災・安全交付金

若宮・伏返線ほか

1202号線　諏訪町工区

社会資本整備総合交付金

駄子内・反田線　杉田駄子内工区

(P1)活力に満ち思いやりにあふれた
地域・社会の形成

(P3)賑わいと思いやりのある元気な
ふくしまのまちづくり

項　　　目

点検・計画策定

修繕（３橋）

点検計画

修繕（２橋）、点検計画

点検計画

修繕（４橋）、点検計画

修繕（２橋）、点検計画

道路メンテナンス事業 橋梁長寿命化修繕計画

事業内容等

修繕（８橋）、点検計画

修繕（３橋）、点検計画

修繕（２橋）、点検計画
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②４9号国道（国・道路） 

谷田川地区歩道整備 

①４9号国道（国・道路） 

山中交差点改良 

②無電柱化推進事業（市・道路） 

開成三丁目７号線 

2022 年度  国土交通省予算 郡山市箇所付 位置図  【建設交通部関連】 

①－２橋梁長寿命化（市・道路） 

橋梁修繕：笹原川橋 

①－４橋梁長寿命化（市・道路） 

橋梁修繕：高森橋 

①－７橋梁長寿命化（市・道路） 

橋梁修繕：大黒橋 

①－３橋梁長寿命化（市・道路） 

橋梁修繕：牛の塔橋 

①－１橋梁長寿命化（市・道路） 

橋梁修繕：大供橋 

③－８舗装修繕（市・道路） 

路線：根木屋鬼生田線 

③－１舗装修繕（市・道路） 

路線：谷田川高倉線 

③－３舗装修繕（市・道路） 

路線：折田高森線 

⑤内環状線 第３期工区（市・街路） 

用地・補償・道路改良 

凡 例 

国事業 

道路 河川 

県事業 

道路 河川 

市事業 

道路・街路 河川 

 

②トンネル長寿命化（県・道路） 

国道 294号（山王坂トンネル） 

④麓山一丁目久保田線（市・道路） 

用地・補償 

③－２舗装修繕（市・道路） 

路線：荒井八山田線 

①－６橋梁長寿命化（市・道路） 

橋梁修繕：金堀田橋 

①－８橋梁長寿命化（市・道路） 

橋梁修繕：新田橋 

通学路安全対策事業（市事業） 

①河道掘削（国・河川） 

郡山地区河道掘削 

②築堤（国・河川） 

御代田地区堤防整備 

①逢瀬川（県・河川） 

河道掘削 

④藤田川（県・河川） 

河道掘削・樹木伐採 

①河川改修（市・河川） 

徳定川 

②河川改修（市・河川） 

愛宕川 

③河川改修（市・河川） 

照内川 

①－１橋梁長寿命化（県・道路） 

国道 288号（小泉橋） 

③－１道路付属物等長寿命化（県・道路） 

郡山停車場線（あさか歩道橋） 

①－２橋梁長寿命化（県・道路） 

中ノ沢熱海線（坂口橋） 

①－９橋梁長寿命化（市・道路） 

橋梁修繕：鬼越第２橋 

①－５橋梁長寿命化（市・道路） 

橋梁修繕：奥州松の大橋 

③－６舗装修繕（市・道路） 

路線：土棚高倉線 

③－４舗装修繕（市・道路） 

路線：根木屋鬼生田線 

③－５舗装修繕（市・道路） 

路線：荒井白岩線 

②谷田川（県・河川） 

堤防補強、河道掘削 

③４9号国道（国・道路） 

電線共同溝（調査設計） 

③－２道路付属物等長寿命化（県・道路） 

郡山停車場線（さくら陸橋） 

④道路改良（県・道路） 

内環状線（富久山町福原地内） 
⑥伊賀河原地区（市・区画） 

東部幹線、伊賀河原１号線、郡山インター線 

⑦徳定地区（市・区画） 

安積永盛駅前線、徳定行合橋線、笹川大善寺線 

⑧東部幹線 富久山（市・踏切道） 

JRこ線橋工事 

③－７舗装修繕（市・道路） 

路線：昭和二丁目八山田線 


