
　社会資本総合整備計画 防災・安全交付金             令和05年02月13日

計画の名称 防災・減災対策の推進による災害に強い道路の整備（防災・安全）

計画の期間   令和０２年度 ～   令和０６年度 (5年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 栃木県,上三川町,高根沢町,那須町,栃木市,真岡市,宇都宮市,那須烏山市,下野市,茂木町,塩谷町,壬生町,矢板市

計画の目標 栃木県国土強靭化地域計画に基づき、緊急輸送道路等の整備を行うことで、災害リスクに対する防災・減災機能を強化し、安全・安心な道路の整備を進める。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）              33,492  Ａ              33,492  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

R2 R6末

   1 緊急医療施設、避難所等へのアクセス時間を短縮させる。

アクセス短縮時間 0h h 286h

Σ〔｛（整備前の走行時間）-（整備後の走行時間）｝×（交通量）〕

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む 〇 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む － 避難確保計画の策定 〇 避難行動要支援者名簿の提供 〇

とちぎ道づくりプログラムを含む。

1 案件番号： 0000461219



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-001 道路 一般 栃木県 直接 栃木県 都道府

県道

改築 （主）川俣温泉川治線　

日向工区その１

現道拡幅　L=0.2km 日光市  ■  ■  ■         372 －

A01-002 道路 一般 栃木県 直接 栃木県 国道 改築 （国）400号　下塩原バイ

パス

バイパス　L=3.6km 那須塩原市  ■  ■  ■       5,470 －

A01-003 道路 一般 栃木県 直接 栃木県 都道府

県道

改築 （主）常陸太田那須烏山

線　大沢工区

現道拡幅　L=1.0km 那須烏山市  ■          10 －

A01-004 道路 一般 栃木県 直接 栃木県 都道府

県道

改築 （主）那須烏山御前山線

　上境工区

現道拡幅　L=0.8km 那須烏山市  ■  ■  ■         120 －

A01-005 道路 一般 栃木県 直接 栃木県 国道 改築 （国）294号　中山工区 現道拡幅　L=0.7km 那須烏山市  ■  ■  ■         190 －

A01-006 道路 一般 栃木県 直接 栃木県 都道府

県道

改築 （一）小砂小口線　小砂

工区

現道拡幅　L=1.8km 那珂川町  ■  ■  ■         135 －

A01-007 道路 一般 栃木県 直接 栃木県 都道府

県道

改築 （主）那須黒羽茂木線　

和見工区その１

現道拡幅　L=3.7km 那珂川町  ■  ■  ■         410 －

1 案件番号： 0000461219



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-008 道路 一般 栃木県 直接 栃木県 国道 改築 （国）294号　大桶下工区 現道拡幅　L=0.7km 那須烏山市  ■  ■  ■         340 －

A01-009 道路 一般 栃木県 直接 栃木県 都道府

県道

改築 （一）矢又大内線　木戸

工区

現道拡幅　L=0.7km 那珂川町  ■  ■  ■         300 －

A01-010 道路 一般 上三川町 直接 上三川町 市町村

道

改築 （町）1-12号線　三村工

区

現道拡幅　L=0.8km 上三川町  ■          30 －

A01-011 道路 一般 上三川町 直接 上三川町 市町村

道

改築 （町）2-11号線　多功工

区

現道拡幅　L=0.5km 上三川町  ■  ■  ■          86 －

A01-012 道路 一般 高根沢町 直接 高根沢町 市町村

道

改築 （町）108号線　桑窪工区

その１

道路改良　L=0.8km 高根沢町  ■  ■  ■          38 －

A01-013 道路 一般 那須町 直接 那須町 市町村

道

改築 （町）穂積・大日向線　

大日向工区

道路改良　L=1.4km 那須町  ■  ■         109 －

A01-014 道路 一般 那須町 直接 那須町 市町村

道

改築 （町）西原団地・新高久

線　丸山工区

道路改良　L=0.6km 那須町  ■  ■  ■         150 －

2 案件番号： 0000461219



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-015 道路 一般 栃木県 直接 栃木県 都道府

県道

改築 （一）上高根沢氏家線　

櫻野工区

現道拡幅　L=1.5km さくら市  ■  ■  ■  ■  ■         530 －

A01-016 道路 一般 栃木県 直接 栃木県 国道 改築 （国）293号　三輪工区 現道拡幅　L=2.9km 那珂川町  ■  ■  ■  ■  ■         800 －

A01-017 道路 一般 栃木市 直接 栃木市 市町村

道

改築 （市）2065号線　平井町

工区

現道拡幅　L=0.6km 栃木市  ■  ■          62 －

A01-018 道路 一般 栃木市 直接 栃木市 市町村

道

改築 （市）1024号線　皆川城

内工区

現道拡幅　L=1.2km 栃木市  ■  ■          79 －

A01-019 道路 一般 栃木市 直接 栃木市 市町村

道

改築 （市）2098号線　大平町

榎本工区　両明橋

橋梁架替　L=0.1km 栃木市  ■  ■  ■         101 －

A01-020 道路 一般 真岡市 直接 真岡市 市町村

道

改築 （市）289号線　石島工区 バイパス　L=1.5km 真岡市  ■  ■  ■         489 －

A01-021 道路 一般 真岡市 直接 真岡市 市町村

道

改築 （市）275号線　下大曽工

区

現道拡幅　L=0.5km 真岡市  ■  ■  ■         128 －

3 案件番号： 0000461219



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-022 道路 一般 栃木県 直接 栃木県 都道府

県道

改築 （主）宇都宮鹿沼線　白

桑田交差点

現道拡幅　L=0.3km 鹿沼市  ■  ■           2 －

A01-023 道路 一般 栃木県 直接 栃木県 都道府

県道

改築 （主）宇都宮鹿沼線　飯

岡工区

バイパス　L=0.4km 鹿沼市  ■  ■         687 －

A01-024 道路 一般 栃木県 直接 栃木県 都道府

県道

改築 （主）鹿沼足尾線　布施

谷工区

バイパス　L=1.7km 鹿沼市  ■  ■          49 －

A01-025 道路 一般 栃木県 直接 栃木県 都道府

県道

改築 （一）上久我栃木線　南

摩工区

バイパス　L=9.0km 鹿沼市  ■  ■          50 －

A01-026 道路 一般 栃木県 直接 栃木県 都道府

県道

改築 （主）小山環状線　粟宮

南工区

バイパス　L=0.3km 小山市  ■  ■  ■         756 －

A01-027 道路 一般 栃木県 直接 栃木県 都道府

県道

改築 （一）大戦防小山線　城

南工区

道路改良　L=1.5km 小山市  ■  ■  ■         700 －

4 案件番号： 0000461219



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-028 道路 一般 栃木県 直接 栃木県 都道府

県道

改築 （一）小山下野線　喜沢

工区

バイパス　L=1.0km 小山市  ■  ■  ■       1,200 －

A01-029 道路 一般 栃木県 直接 栃木県 都道府

県道

改築 （主）羽生田上蒲生線　

上古山工区

現道拡幅　L=0.6km 下野市  ■  ■  ■         160 －

A01-030 道路 一般 栃木県 直接 栃木県 都道府

県道

改築 （一）作原田沼線　船越

工区

バイパス　L=1.5km 佐野市  ■  ■  ■         310 －

A01-031 道路 一般 栃木県 直接 栃木県 都道府

県道

改築 （主）大田原氏家線　親

園佐久山バイパス

バイパス　L=2.2km 大田原市  ■  ■       1,400 －

A01-032 道路 一般 栃木県 直接 栃木県 都道府

県道

改築 （主）矢板那須線　堰場

工区

バイパス　L=1.0km 那須塩原市  ■  ■  ■         490 －

A01-033 道路 一般 栃木県 直接 栃木県 都道府

県道

改築 （一）飛駒足利線　菅田

工区

バイパス　L=0.5km 足利市  ■  ■          98 －

5 案件番号： 0000461219



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-034 道路 一般 宇都宮市 直接 宇都宮市 市町村

道

改築 （市）5340号線　上籠谷

工区

バイパス　L=1.7km 宇都宮市  ■  ■  ■       5,900 4.7 －

A01-035 道路 一般 宇都宮市 直接 宇都宮市 市町村

道

改築 （市）1160号線　上戸祭

工区

現道拡幅　L=0.5km 宇都宮市  ■  ■  ■         980 －

A01-036 道路 一般 宇都宮市 直接 宇都宮市 市町村

道

改築 （市）2457号線　駒生工

区

現道拡幅　L=0.5km 宇都宮市  ■  ■  ■         466 －

A01-037 道路 一般 宇都宮市 直接 宇都宮市 市町村

道

改築 （市）863号線　細谷工区 現道拡幅　L=0.2km 宇都宮市  ■  ■  ■         376 －

A01-038 道路 一般 宇都宮市 直接 宇都宮市 市町村

道

改築 （市）6440号線　宝木南

工区

道路改良　L=0.4km 宇都宮市  ■  ■  ■         270 －

A01-039 道路 一般 宇都宮市 直接 宇都宮市 市町村

道

改築 （市）6441号線　宝木北

工区

道路改良　L=0.5km 宇都宮市  ■  ■  ■         295 －

6 案件番号： 0000461219



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-040 道路 一般 栃木市 直接 栃木市 市町村

道

改築 （市）1066号線　藤岡町

富吉工区

バイパス　L=1.9km 栃木市  ■  ■  ■         266 －

A01-041 道路 一般 栃木市 直接 栃木市 市町村

道

改築 （市）1033号線　今泉町

工区

現道拡幅　L=0.4km 栃木市  ■         180 －

A01-042 道路 一般 那須烏山

市

直接 那須烏山市 市町村

道

改築 （市）関下精神場線　神

長工区

現道拡幅　L=1.0km 那須烏山市  ■  ■  ■         500 －

A01-043 道路 一般 那須烏山

市

直接 那須烏山市 市町村

道

改築 （市）大桶白久線　白久

工区

現道拡幅　L=0.2km 那須烏山市  ■  ■  ■         300 －

A01-044 道路 一般 下野市 直接 下野市 市町村

道

改築 （市）1153号線　下野SIC

工区

現道拡幅　L=0.3km 下野市  ■  ■         140 －

A01-045 道路 一般 上三川町 直接 上三川町 市町村

道

改築 （町）4-366号線　上三川

工区

現道拡幅　L=0.2km 上三川町  ■  ■  ■         142 －

7 案件番号： 0000461219



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-046 道路 一般 茂木町 直接 茂木町 市町村

道

改築 （町）千本平線　千本工

区

バイパス　L=0.6km 茂木町  ■  ■  ■         300 －

A01-047 道路 一般 茂木町 直接 茂木町 市町村

道

改築 （町）林石沢線　鮎田工

区

現道拡幅　L=3.1km 茂木町  ■  ■  ■         340 －

A01-048 道路 一般 塩谷町 直接 塩谷町 市町村

道

改築 （町）川村佐貫線　川村

工区

現道拡幅　L=0.8km 塩谷町  ■  ■         140 －

A01-049 道路 一般 那須町 直接 那須町 市町村

道

改築 （町）友愛の森線　道の

駅那須高原友愛の森工区

現道拡幅　L=0.3km 那須町  ■  ■         250 －

A01-050 道路 一般 那須町 直接 那須町 市町村

道

改築 （町）小島・千振線　田

島工区

現道拡幅　L=1.1km 那須町  ■  ■         243 －

A01-051 道路 一般 那須町 直接 那須町 市町村

道

改築 （町）丸山・一ツ縦線　

薄室工区

現道拡幅　L=1.0km 那須町  ■  ■  ■         250 －

8 案件番号： 0000461219



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-052 道路 一般 栃木県 直接 栃木県 都道府

県道

改築 （主）宇都宮鹿沼線     

飯田工区

現道拡幅     L=0.6km 宇都宮市  ■  ■  ■         970 －

A01-053 道路 一般 壬生町 直接 壬生町 市町村

道

改築 （町）2-279号　おもちゃ

のまち工区

冠水対策　L=0.3㎞ 壬生町  ■  ■  ■         200 －

A01-054 道路 一般 栃木県 直接 栃木県 国道 改築 （国）293号　上川井工区 現道拡幅　L=0.7km 那須烏山市  ■          25 －

A01-055 道路 一般 上三川町 直接 上三川町 市町村

道

改築 （町）1-12号線　五分一

工区

現道拡幅　L=0.5km 上三川町  ■  ■  ■         190 －

A01-056 道路 一般 壬生町 直接 壬生町 市町村

道

改築 （町）2-282号　おもちゃ

のまち工区

冠水対策　L=0.5km 壬生町  ■  ■  ■         200 －

A01-057 道路 一般 壬生町 直接 壬生町 市町村

道

改築 （町）2-280号　おもちゃ

のまち工区

冠水対策　L=0.7km 壬生町  ■  ■  ■         200 －

A01-058 道路 一般 壬生町 直接 壬生町 市町村

道

改築 （町）2-308号　おもちゃ

のまち工区

冠水対策　L=0.6km 壬生町  ■  ■  ■         200 －

9 案件番号： 0000461219



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-059 道路 一般 那須町 直接 那須町 市町村

道

改築 （町）新田・田中線　東

狸久保工区

現道拡幅　L=0.3km 那須町  ■  ■  ■          70 －

A01-060 道路 一般 栃木県 直接 栃木県 都道府

県道

改築 （主）川俣温泉川治線　

日向工区その２

現道拡幅　L=0.3km 日光市  ■  ■         250 策定済

A01-061 道路 一般 栃木県 直接 栃木県 都道府

県道

改築 （主）那須黒羽茂木線　

和見工区その２

現道拡幅　L=0.7km 那珂川町  ■          60 －

A01-062 道路 一般 栃木県 直接 栃木県 都道府

県道

改築 （主）西那須野那須線　

黒磯那須バイパス

バイパス　L=2.1km 那須塩原市・那

須町

 ■  ■       2,955 －

A01-063 道路 一般 矢板市 直接 矢板市 市町村

道

改築 （市）長井・幸岡1号線、

泉・長井1号線　長井工区

交差点改良　L=0.2km 矢板市  ■  ■         487 －

A01-064 道路 一般 壬生町 直接 壬生町 市町村

道

改築 （町）2-305号　おもちゃ

のまち工区

冠水対策　L=0.3km 壬生町  ■  ■         193 －

10 案件番号： 0000461219



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-065 道路 一般 壬生町 直接 壬生町 市町村

道

改築 （町）2-306号　おもちゃ

のまち工区

冠水対策　L=0.5km 壬生町  ■  ■         192 －

A01-066 道路 一般 高根沢町 直接 高根沢町 市町村

道

改築 （町）108号線　桑窪工区

その２

道路改良　L=1.0km 高根沢町  ■  ■         111 －

 小計      33,492

合計      33,492

11 案件番号： 0000461219



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

R02

配分額 (a)                       0

計画別流用増△減額 (b)                       0

交付額 (c=a+b)                       0

前年度からの繰越額 (d)                       0

支払済額 (e)                       0

翌年度繰越額 (f)                       0

うち未契約繰越額(g)                       0

不用額 (h = c+d-e-f)                       0

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                       0

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

1 案件番号： 0000461219


