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令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：直轄事業

所　　管：国土交通省

都道府県名：福井県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

改築 国道8号 あわら市 金津道路 100

改築 国道8号 あわら市～越前市 福井バイパス 200

改築 国道8号 敦賀市 敦賀防災 200

改築 国道158号 大野市 大野油坂道路（大野・大野東区間） 3,000

改築 国道158号 大野市 大野油坂道路（大野東・和泉区間） 3,100

改築 国道158号 大野市 大野油坂道路（和泉・油坂区間） 2,700

改築 国道417号 池田町 冠山峠道路 30

路線名 備考

※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：福井県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄国道

交通安全 国道158号
永平寺町、
勝山市、大野市

福井158号交通安全対策 17

交通安全 国道161号 敦賀市 福井161号交通安全対策 3

あわら市、
坂井市、福井市、
鯖江市、越前市、
南越前町、
敦賀市

国道8号 福井8号交通安全対策 102

備考

交通安全 国道27号
敦賀市、美浜町、
若狭町、小浜市、
おおい町、高浜町

福井27号交通安全対策 52

路線名

交通安全



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：福井県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

電線共同溝 国道27号 高浜町 福井27号電線共同溝 30 高浜町日置･青電線共同溝 30

路線名 備考



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：福井県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

維持管理 国道8号 あわら市～敦賀市 福井8号維持管理 281

維持管理 国道27号 敦賀市～高浜町 福井27号維持管理 241

維持管理 豪雪対策 32

路線名 備考



令和３年度　補正予算　箇所表（ゼロ国債）

種　　別：直轄事業

所　　管：国土交通省

都道府県名：福井県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

改築 国道158号 大野市 大野油坂道路（大野・大野東区間） 150

改築 国道158号 大野市 大野油坂道路（大野東・和泉区間） 950

路線名 備考

※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成



令和３年度　補正予算　箇所表（ゼロ国債）

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県：福井県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄国道

交通安全 国道8号 南越前町 福井8号交通安全対策 124 大谷地区線形改良（南越前町） 124

路線名 備考



令和３年度　補正予算　箇所表（ゼロ国債）

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：福井県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

維持管理 国道8号 あわら市～敦賀市 福井8号維持管理 350

路線名 備考



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:福井県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

補助事業

改築 （主） 丸岡川西線 坂井市
Ⅰ期区間
【福井港丸岡インター連絡道路】

1,720

改築 （主） 丸岡川西線 坂井市
Ⅱ期区間
【福井港丸岡インター連絡道路】

3

路線名 備考



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:福井県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

補助事業

土砂災害対策 国道158号 大野市 和泉九頭竜、奥越荒島 40

土砂災害対策 国道305号
福井市、越前町、
南越前町

鮎川越廼、越前梨子ヶ平～午房ケ平、
越前河野

273

土砂災害対策 (一) 大谷杉津線 敦賀市 大谷～元比田 122

路線名 備考



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:福井県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

補助事業

道路メンテナンス事業 福井県 橋梁長寿命化修繕計画 1,641 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 福井県 トンネル長寿命化修繕計画 406 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 福井県 道路附属物等長寿命化修繕計画 257 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 福井市 橋梁長寿命化修繕計画 78 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 福井市 トンネル長寿命化修繕計画 5 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 敦賀市 橋梁長寿命化修繕計画 14 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 小浜市 橋梁長寿命化修繕計画 19 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 大野市 橋梁長寿命化修繕計画 16 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 勝山市 橋梁長寿命化修繕計画 57 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 鯖江市 橋梁長寿命化修繕計画 28 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 越前市 橋梁長寿命化修繕計画 166 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 越前市 トンネル長寿命化修繕計画 6 個別の構造物は別紙参照



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:福井県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

道路メンテナンス事業 坂井市 橋梁長寿命化修繕計画 257 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 おおい町 橋梁長寿命化修繕計画 32 個別の構造物は別紙参照



令和３年度　補正予算　箇所表 別紙

※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成
福井県

事業主体名 市町村名 路線名 構造物名 構造物種別 事業種別

福井県橋梁長寿命化修繕計画
福井県 越前市 県道藤木新堂線 西庄境橋（歩道橋） 橋梁 修繕
福井県 越前町 国道３６５号 国戸橋 橋梁 修繕
福井県 南越前町 国道３６５号 脇本橋 橋梁 修繕
福井県 池田町 国道４７６号 白粟橋 橋梁 修繕
福井県 坂井市 県道佐野山岸線 片川橋 橋梁 修繕
福井県 あわら市 県道トリムパークかなづ線 浦安橋 橋梁 修繕
福井県 あわら市 県道福井金津線 細呂木橋 橋梁 修繕
福井県 坂井市 県道丸岡川西線 布施田橋 橋梁 更新
福井県 おおい町 県道坂本高浜線 石山6号橋 橋梁 修繕
福井県 鯖江市 県道鯖江織田線 有定橋 橋梁 修繕
福井県 坂井市 県道三国春江線 池見高架橋 橋梁 修繕
福井県 越前市 県道小曽原武生線 錦立体橋 橋梁 修繕
福井県 高浜町 県道小浜大飯高浜自転車道 ８０２－事代 橋梁 修繕
福井県 若狭町 県道新道安賀里線 瓜生橋 橋梁 修繕
福井県 南越前町 県道大谷杉津線 観音橋 橋梁 修繕
福井県 小浜市 県道中井青井線 中井橋 橋梁 修繕
福井県 敦賀市 県道敦賀美浜線 三島橋歩道橋 橋梁 修繕
福井県 勝山市 国道１５７号 下荒井橋 橋梁 修繕
福井県 勝山市 国道１５７号 木根橋１号橋 橋梁 修繕
福井県 勝山市 国道１５７号 木根橋３号橋 橋梁 修繕
福井県 大野市 国道１５８号 赤根橋 橋梁 修繕
福井県 福井市 国道１５８号 上新橋 橋梁 修繕
福井県 福井市 国道１５８号 下新橋 橋梁 修繕
福井県 大野市 国道１５８号 長谷川橋 橋梁 修繕
福井県 大野市 国道１５８号 深谷橋 橋梁 修繕
福井県 大野市 国道１５８号 君ケ代橋（下り） 橋梁 修繕
福井県 大野市 国道１５８号 向東洞橋 橋梁 修繕
福井県 大野市 国道１５８号 三蔵橋 橋梁 修繕
福井県 大野市 国道１５８号 谷山橋 橋梁 修繕
福井県 大野市 国道１５８号 尼頭橋（尼頭二号橋） 橋梁 修繕
福井県 大野市 国道１５８号 明石橋 橋梁 修繕
福井県 おおい町 国道１６２号 骨谷三号橋 橋梁 修繕
福井県 おおい町 国道１６２号 骨谷二号橋 橋梁 修繕
福井県 おおい町 国道１６２号 坂本橋 橋梁 修繕
福井県 おおい町 国道１６２号 堀越橋 橋梁 修繕
福井県 おおい町 国道１６２号 門谷橋 橋梁 修繕
福井県 小浜市 国道１６２号 西津橋 橋梁 更新
福井県 小浜市 国道１６２号 大手橋 橋梁 更新
福井県 若狭町 国道３０３号 中条橋 橋梁 修繕
福井県 南越前町 国道３０５号 魚見橋 橋梁 修繕
福井県 南越前町 国道３０５号 上赤萩橋 橋梁 修繕
福井県 坂井市 国道３０５号 新保橋 橋梁 修繕
福井県 坂井市 国道３０５号 新保橋（歩道橋） 橋梁 修繕
福井県 南越前町 国道３０５号 菅谷橋 橋梁 修繕
福井県 南越前町 国道３０５号 甲楽城高架１号橋 橋梁 修繕
福井県 南越前町 国道３０５号 新奥野々川橋 橋梁 修繕
福井県 南越前町 国道３０５号 赤萩新橋 橋梁 修繕
福井県 永平寺町 国道４１６号 市荒川小橋 橋梁 修繕
福井県 鯖江市 国道４１７号 糺橋 橋梁 修繕

福井県トンネル長寿命化修繕計画
福井県 若狭町 県道上中田烏線 田烏トンネル トンネル 修繕
福井県 美浜町 県道竹波立石縄間線 白木トンネル トンネル 修繕
福井県 敦賀市 県道敦賀柳ヶ瀬線 刀根トンネル トンネル 修繕
福井県 福井市 国道158号 三万谷トンネル トンネル 修繕
福井県 福井市 国道158号 宿布トンネル トンネル 修繕
福井県 福井市 国道364号 宇坂トンネル トンネル 修繕
福井県 敦賀市 県道今庄杉津線 伊良谷トンネル トンネル 修繕
福井県 敦賀市 県道今庄杉津線 曲谷トンネル トンネル 修繕
福井県 敦賀市 県道今庄杉津線 第２観音寺トンネル トンネル 修繕
福井県 おおい町 県道坂本高浜線 福谷第一トンネル トンネル 修繕
福井県 大野市 県道大谷秋生大野線 大谷トンネル トンネル 修繕
福井県 勝山市 県道藤巻下荒井線 赤岩トンネル トンネル 修繕
福井県 越前市 県道武生米ﾉ線 干飯トンネル トンネル 修繕
福井県 高浜町 県道舞鶴野原港高浜線 三松第二トンネル トンネル 修繕
福井県 高浜町 県道舞鶴野原港高浜線 三松トンネル トンネル 修繕
福井県 鯖江市 県道福井今立線 戸口トンネル トンネル 修繕



令和３年度　補正予算　箇所表 別紙

※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成
福井県

事業主体名 市町村名 路線名 構造物名 構造物種別 事業種別

福井県 勝山市 国道157号 下荒井トンネル トンネル 修繕
福井県 大野市 国道157号 真名狭トンネル トンネル 修繕
福井県 勝山市 国道157号 暮見トンネル トンネル 修繕
福井県 大野市 国道158号 影路トンネル トンネル 修繕
福井県 大野市 国道158号 長野ダムトンネル トンネル 修繕
福井県 若狭町 国道162号 世久見トンネル トンネル 修繕
福井県 越前町 国道305号 一本木隧道 トンネル 修繕
福井県 越前町 国道305号 玉川トンネル トンネル 修繕
福井県 越前町 国道305号 山中トンネル トンネル 修繕
福井県 越前町 国道365号 八田トンネル トンネル 修繕
福井県 越前市 国道417号 鳥越トンネル トンネル 修繕
福井県 敦賀市 国道476号 天筒山トンネル トンネル 修繕

福井県道路附属物等長寿命化修繕計画
福井県 勝山市 県道勝山丸岡線 南校前歩道橋 道路附属物等 修繕
福井県 越前市 県道福井朝日武生線 本保歩道橋 道路附属物等 修繕
福井県 高浜町 県道舞鶴野原港高浜線 その他 道路附属物等 修繕
福井県 高浜町 県道舞鶴野原港高浜線 その他 道路附属物等 修繕
福井県 勝山市 国道157号 谷道路スノーシェッド 道路附属物等 修繕
福井県 大野市 国道158号 赤ほうきスノーシェッド 道路附属物等 修繕
福井県 越前市 国道158号 入谷スノーシェッド3 道路附属物等 修繕
福井県 越前市 国道158号 入谷スノーシェッド4 道路附属物等 修繕
福井県 越前市 国道158号 入谷スノーシェッド7 道路附属物等 修繕
福井県 勝山市 国道158号 北六呂師スノーシェッド 道路附属物等 修繕
福井県 大野市 国道158号 栃屋山スノーシェッド 道路附属物等 修繕
福井県 大野市 国道158号 鷲スノーシェッド 道路附属物等 修繕
福井県 池田町 国道476号 谷口スノーシェッド 道路附属物等 修繕
福井県 鯖江市 県道青野鯖江線 水落トンネル 道路附属物等 修繕
福井県 大野市 県道上大納下山線 所草スノーシェッド 道路附属物等 修繕

福井市橋梁長寿命化修繕計画
福井市 福井市 市道西部1-156号線 西部1-156-和布 橋梁 修繕
福井市 福井市 市道西部2-8号線 鮎川橋 橋梁 修繕
福井市 福井市 市道西部2-94号線 西部2-94-尼ケ谷-009 橋梁 修繕
福井市 福井市 市道中央1-252号線 中央1-252-春山2 橋梁 修繕
福井市 福井市 市道中央1-281号線 中央1-281-春山2 橋梁 修繕
福井市 福井市 市道中央2-430号線 中央2-430-経田1 橋梁 修繕
福井市 福井市 市道南部2-322号線 南部2-322-栃泉 橋梁 修繕
福井市 福井市 市道河増和田線 河増橋 橋梁 修繕
福井市 福井市 市道西部1-251号線 西部1-251-田ノ谷 橋梁 修繕
福井市 福井市 市道西部2-94号線 西部2-94-尼ヶ谷-007 橋梁 修繕
福井市 福井市 市道大宮2号線 大宮2-大宮 橋梁 修繕
福井市 福井市 市道中央2-405号線 中央2-405-町屋3 橋梁 修繕
福井市 福井市 市道東部1-137号線 東部1-137-米松1 橋梁 修繕
福井市 福井市 市道南部2-328号線 南部2-328-栃泉 橋梁 修繕
福井市 福井市 市道北部1-120号線 北部1-120-栗森 橋梁 修繕

福井市トンネル長寿命化修繕計画
福井市 福井市 市道福井川西線 足羽山トンネル トンネル 修繕

敦賀市橋梁長寿命化修繕計画
敦賀市 敦賀市 市道獺河内葉原線 古屋居橋 橋梁 修繕
敦賀市 敦賀市 市道曽々木4号線 高橋 橋梁 修繕
敦賀市 敦賀市 市道葉原元比田線 小林谷橋 橋梁 修繕
敦賀市 敦賀市 市道舞崎樫曲線 樫曲橋 橋梁 修繕
敦賀市 敦賀市 市道山3号線 稲荷橋 橋梁 修繕
敦賀市 敦賀市 市道山4号線 小畑橋 橋梁 修繕

小浜市橋梁長寿命化修繕計画
小浜市 小浜市 市道熊野犬熊線 熊野犬熊3号橋 橋梁 修繕
小浜市 小浜市 市道志積海岸線 志積海岸線橋 橋梁 修繕
小浜市 小浜市 市道勢坂線 勢坂橋 橋梁 修繕
小浜市 小浜市 市道田烏南北線 田烏南北線2号橋 橋梁 修繕
小浜市 小浜市 市道田烏村中線 村中橋 橋梁 修繕
小浜市 小浜市 市道門前中央線 門前橋 橋梁 修繕
小浜市 小浜市 市道矢代海岸線 矢代海岸線橋 橋梁 修繕

大野市橋梁長寿命化修繕計画
大野市 大野市 上黒谷下舌中据友兼線 皿橋 橋梁 修繕
大野市 大野市 市道角野線 角野橋 橋梁 修繕
大野市 大野市 市道蛇鏡線 蛇鏡橋 橋梁 修繕
大野市 大野市 市道城北町北4号線 無名橋076 橋梁 修繕
大野市 大野市 市道巣原線 巣原橋 橋梁 修繕



令和３年度　補正予算　箇所表 別紙

※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成
福井県

事業主体名 市町村名 路線名 構造物名 構造物種別 事業種別

大野市 大野市 市道中丁上丁線 無名橋013 橋梁 修繕
大野市 大野市 市道萩ケ野松丸線 久保橋 橋梁 修繕
大野市 大野市 市道上大納線 ムメイバシ14 橋梁 修繕
大野市 大野市 市道線路沿駅東公園線 無名橋106 橋梁 修繕
大野市 大野市 市道大野駅春日木本線 無名橋105 橋梁 修繕
大野市 大野市 市道八町伏石線 八町橋 橋梁 修繕

勝山市橋梁長寿命化修繕計画
勝山市 勝山市 市道1-6号線 河原橋 橋梁 修繕
勝山市 勝山市 市道1-9号線 上河原橋 橋梁 修繕
勝山市 勝山市 市道2-18号線 堀名橋 橋梁 修繕
勝山市 勝山市 市道2-1号線 新堂橋 橋梁 修繕
勝山市 勝山市 市道2-2号線 高畑橋 橋梁 修繕
勝山市 勝山市 市道2-90号線 万年橋（歩道） 橋梁 修繕
勝山市 勝山市 市道6-117号線 栄大橋 橋梁 修繕
勝山市 勝山市 市道6-117号線 弁天橋 橋梁 修繕
勝山市 勝山市 市道6-1号線 石橋 橋梁 修繕

鯖江市橋梁長寿命化修繕計画
鯖江市 鯖江市 市道小黒町有定線 小黒町10号橋 橋梁 修繕
鯖江市 鯖江市 市道三六9号線 北野7号橋 橋梁 修繕
鯖江市 鯖江市 市道下河端水落2号橋 水落4号橋 橋梁 修繕
鯖江市 鯖江市 市道鯖江駅北線 水落橋 橋梁 修繕

越前市橋梁長寿命化修繕計画
越前市 越前市 市道第1500号線 万代歩道橋 橋梁 修繕
越前市 越前市 市道第3039号線 菅道橋 橋梁 修繕
越前市 越前市 市道第3597号線 無名橋461 橋梁 修繕
越前市 越前市 市道第3628号線 無名橋481 橋梁 修繕
越前市 越前市 市道第4801号線 無名橋414 橋梁 修繕
越前市 越前市 市道第6048号線 無名橋305 橋梁 修繕
越前市 越前市 市道第6902号線 東小杉橋 橋梁 修繕
越前市 越前市 市道第9008号線 高岡橋 橋梁 修繕
越前市 越前市 市道第9038号線 榎木谷橋 橋梁 修繕
越前市 越前市 市道第9211号線 水間川殿橋(殿村橋) 橋梁 修繕
越前市 越前市 市道第9802号線 朽飯第二橋 橋梁 修繕
越前市 越前市 市道第9921号線 大谷橋 橋梁 修繕
越前市 越前市 市道第1801号線 無名橋9 橋梁 修繕
越前市 越前市 市道第2225号線 無名橋104 橋梁 修繕
越前市 越前市 市道第2226号線 無名橋105 橋梁 修繕
越前市 越前市 市道第3002号線 無名橋114 橋梁 修繕
越前市 越前市 市道第3159号線 無名橋148 橋梁 修繕
越前市 越前市 市道第3274号線 無名橋172 橋梁 修繕
越前市 越前市 市道第4001号線 無名橋181 橋梁 修繕
越前市 越前市 市道第4028号線 無名橋184 橋梁 修繕
越前市 越前市 市道第4907号線 無名橋190 橋梁 修繕
越前市 越前市 市道第5803号線 無名橋257 橋梁 修繕
越前市 越前市 市道第6096号線 無名橋428 橋梁 修繕

越前市トンネル長寿命化修繕計画
越前市 越前市 市道第6803号線 譲葉トンネル トンネル 修繕

坂井市橋梁長寿命化修繕計画
坂井市 坂井市 市道雄島１６号線 雄島橋 橋梁 修繕
坂井市 坂井市 市道榿ノ木支線 鶴谷橋 橋梁 修繕
坂井市 坂井市 市道木部東東荒井線 東荒井橋 橋梁 撤去
坂井市 坂井市 市道随応寺本堂線 鰌橋 橋梁 修繕
坂井市 坂井市 市道西長田千歩寺線 千歩寺６号橋 橋梁 修繕
坂井市 坂井市 市道西長田西春江橋 西春江橋 橋梁 修繕
坂井市 坂井市 市道舟寄１区線 舟寄２号橋 橋梁 修繕
坂井市 坂井市 市道山口曽谷線 松多良橋 橋梁 修繕
坂井市 坂井市 市道長畝小黒線 長畝新橋 橋梁 修繕
坂井市 坂井市 市道一本田西里丸岡線 一本田橋 橋梁 修繕
坂井市 坂井市 市道一本田福所線 中村橋 橋梁 修繕
坂井市 坂井市 市道山口岡線 平岩橋 橋梁 修繕
坂井市 坂井市 市道種・長寿園線 丸岡２５号橋 橋梁 修繕
坂井市 坂井市 市道舟寄四ッ屋線 舟寄１号橋 橋梁 修繕
坂井市 坂井市 市道千田支線 千田２号橋 橋梁 修繕
坂井市 坂井市 市道竹田口松川線 賢友橋 橋梁 修繕
坂井市 坂井市 市道長畝小黒線 長畝新橋側道橋 橋梁 修繕
坂井市 坂井市 市道坪ノ内上久米田線 上久米田側道橋 橋梁 修繕

おおい町橋梁長寿命化修繕計画



令和３年度　補正予算　箇所表 別紙

※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成
福井県

事業主体名 市町村名 路線名 構造物名 構造物種別 事業種別

おおい町 おおい町 五波染ヶ谷線 110号橋 橋梁 修繕
おおい町 おおい町 虫鹿野線 宮下橋 橋梁 修繕



福 井 県

水管理・国土保全局



令和３年度補正予算　河川事業（直轄・福井県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

北川 北川 一般河川改修事業 320　 小浜市
おばまし

九頭竜川 九頭竜川 一般河川改修事業 655　 福井市
ふくいし

、坂井市
さかいし

、永平寺町
えいへいじちょう

九頭竜川 九頭竜川 河川都市基盤整備事業 532　 福井市
ふくいし

北川 北川 河川維持修繕事業 206　 若狭町
わかさちょう

～河口
かこう

九頭竜川 九頭竜川 河川維持修繕事業 141　 永平寺町
えいへいじちょう

～河口
かこう

（※）事業費は、複数都府県に施工箇所が存在する場合、その合計額を記載している。



令和３年度補正予算　河川事業（補助・福井県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

九頭竜川 底喰川 大規模特定河川事業 47　 福井市
ふ く い し

九頭竜川 大蓮寺川 大規模特定河川事業 100　 勝山市
か つ や ま し

九頭竜川 和田川 大規模更新河川事業 29　 越前町
えちぜんちょう

、鯖江市
さ ば え し



福井県

　令和３年度補正予算直轄ダム事業
（単位：百万円）

事業費は共同費である。

※工事諸費等を除く

堰堤維持事業 九頭竜川鳴鹿大堰 84

九頭竜川真名川ダム 30

河川総合開発事業 九頭竜川足羽川ダム 2,270

九頭竜川九頭竜川上流ダム再生 57

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備　　　　　考



福井県

　令和３年度補正予算補助ダム事業
（単位：百万円） 

国庫補助基本額

（事業費）

上段（　　　）書きは共同費、

下段は公共費である。

( 1,324)

河川整備事業費 1,324 

　治水ダム等建設事業費補助

( 1,324)

　　建 設 工 事 1,324 

( 1,324)

吉野瀬川ダム 1,324 

事項 ダム名 備　　　　考



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

くずりゅうがわ まながわ きせつえんていほしゅう おおのし

福井河川国道 砂防 九頭竜川 真名川 既設堰堤補修 大野市 砂防堰堤工 100

合計 1 箇所 100

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（福井県　１／１）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種
事業費

（百万円）
備　考



砂防
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

事業間連携 くずりゅうがわ びしゃかわ さばえし おばなちょう さぼうえんていこう

砂防等事業 九頭竜川 毘紗川 鯖江市 尾花町 砂防堰堤工 64

みなみがわ さかいがたにかわ おばまし ひがしあいおい さぼうえんていこう

南川 境ケ谷川 小浜市 東相生 砂防堰堤工 40

２箇所 104

令和３年度補正予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（福井県　1/2）

合計

事業区分 所在地水系名 渓流名



急傾斜
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

大規模更新 しじゅうたに ふくいし しじゅうたにちょう ほうかいどしゃぼうごさくこう

砂防等事業 四十谷 福井市 四十谷町 崩壊土砂防護柵工 38

１箇所 38
※急傾斜の事業費は補助基本額である

事業区分 水系名 箇所名 所在地

合計

令和３年度補正予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（福井県　2/2）



令和３年度補正予算（ゼロ国債）　河川事業（直轄・福井県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

九頭竜川 九頭竜川 一般河川改修事業 300　 福井市
ふくいし

（※）事業費は、複数都府県に施工箇所が存在する場合、その合計額を記載している。



福　井　県

都市局



令和３年度　補正予算配分

一般会計　（組織）国土交通本省　 福井県

（項）都市再生・地域再生整備事業費　　（目）都市構造再編集中支援事業費補助　　（目細）都市構造再編集中支援事業費補助 （単位：千円）

事業 継続

都市名 主体 新規 箇　所　名 補助率 内示額 今回内示額 改内示額 摘　　要

1/2, 102,947 36,000 138,947

小浜市 小浜市 継続 小浜まちなか地区 4.5/10 48,900 18,000 66,900

1/2, 7,368 6,000 13,368

大野市 大野市 継続 越前おおの城下町地区（３期） 4.5/10 3,500 3,000 6,500

1/2, 199,158 10,000 209,158

越前市 越前市 継続 本庁舎周辺地区 4.5/10 94,600 5,000 99,600

309,473 52,000 361,473

合計 147,000 26,000 173,000

内示額について、下段を国費とする。



港 湾 局

(単位：百万円)

単年度支出 ゼロ国債 合　計

福井県

福井県

福井県重 要 港 湾 敦 賀 福 井 県 小 計 951 951

福井県 直 轄 951 951

福井県

951 951

令 和 ３ 年 度 補 正 予 算

摘　　要

事業区分
事　　業　　費

合　　　　計

令 和 ３ 年 度　 港 湾 整 備 事 業 予 算 

港　　格 港　　名 港湾管理者

福 井 県
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Ⅴ．令和３年度鉄道局関係補正予算配分概要 

 

区    分 

 

 

線   名   等 

 

 

事業費 

（百万円） 

 

備考 

 

都市鉄道整備事

業費補助 

        

        

     

     

 

 

 

 

 

札幌市（耐震補強） 

仙台市（浸水対策） 

東京都（耐震補強、大規模改良） 

横浜市（耐震補強、大規模改良） 

名古屋市（耐震補強、大規模改良） 

神戸市（大規模改良） 

福岡市（新線建設） 

東京地下鉄（株）（浸水対策、大規模改良） 

大阪市高速電気軌道（株）（大規模改良） 

 

計 

  

  52 

4 

  1,144 

      397 

   100 

2,171 

2,862 

   2,667 

  1,837 

 

 11,234 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鉄道駅総合改善

事業費補助 

 

 

 

 

東日本旅客鉄道㈱(仙北町駅) 

東日本旅客鉄道㈱(北山形駅) 

東日本旅客鉄道㈱(結城駅) 

東海旅客鉄道㈱(岐阜駅) 

西日本旅客鉄道㈱(比良駅) 

西日本旅客鉄道㈱(黄檗駅) 

名古屋鉄道㈱(印場駅) 

名古屋鉄道㈱(金山駅) 

近畿日本鉄道㈱(南が丘駅) 

南海電気鉄道㈱(尾崎駅) 

阪急電鉄㈱(春日野道駅) 

山陽電気鉄道㈱(東須磨駅) 

山陽電気鉄道㈱(夢前川駅) 

しなの鉄道㈱(戸倉駅) 

 

計 

 

45       

316 

30 

484 

197 

48 

356 

604 

194 

84 

750 

250 

5 

326 

 

3,687 

 

 

 

 

 

 

鉄道防災事業費

補助 

 

 

青函トンネル 

 

計 

 

    905 

 

      905 

 

 

 

 

 

鉄道施設総合安

全対策事業費補

助 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（老朽化対策） 

北海道旅客鉄道（株）（千歳線、宗谷線） 

青森県（青い森鉄道線） 

アイジーアールいわて銀河鉄道（株）（いわて銀河鉄道線） 

富士急行（株）（大月線） 

岳南電車（株）（岳南鉄道線） 

大井川鐵道（株）（大井川本線） 

三岐鉄道（株）（三岐線） 

和歌山県（和歌山港線） 

智頭急行（株）（智頭線） 

土佐くろしお鉄道（株）（阿佐線） 

九州旅客鉄道（株）（鹿児島線、日豊線、長崎線、筑肥線） 

肥薩おれんじ鉄道（株）（肥薩おれんじ鉄道線） 

 

小計 

 

 

        219 

        77 

        48 

        9 

        5 

30 

        15 

        8 

        56 

        20 

199 

28 

 

       714 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 5 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（耐震対策） 

東武鉄道（株）（伊勢崎線） 

京王電鉄（株）（京王線、相模原線） 

名古屋鉄道（株）（名古屋本線、常滑線、津島線） 

近畿日本鉄道（株）（難波線、けいはんな線） 

阪神電気鉄道（株）（阪神なんば線） 

九州旅客鉄道（株）（日豊線） 

 

小計 

 

（豪雨対策） 

東日本旅客鉄道（株）（上越線、奥羽線、東北線、磐越西線

、八戸線、小海線、吾妻線） 

西武鉄道（株）（池袋線、西武秩父線） 

京成電鉄（株）（本線） 

東急電鉄（株）（田園都市線、大井町線、池上線） 

東海旅客鉄道（株）（高山線、紀勢線） 

近畿日本鉄道（株）（大阪線） 

南海電気鉄道（株）（高野線、南海本線） 

西日本旅客鉄道（株）（因美線、播但線、山陽線、山陰線、

山口線） 

四国旅客鉄道（株）（予讃線） 

九州旅客鉄道（株）（鹿児島線、日豊線、久大線） 

西日本鉄道（株）（天神大牟田線） 

 

小計 

 

（浸水対策） 

北総鉄道（株）（北総線） 

名古屋鉄道（株）（名古屋本線） 

名古屋臨海高速鉄道（株）（西名古屋港線） 

近畿日本鉄道（株）（名古屋線） 

阪急電鉄（株）（宝塚本線、神戸本線） 

 

小計 

 

（地域鉄道安全対策（豪雨）） 

甲賀市 

秋田内陸縦貫鉄道（株） 

関東鉄道（株） 

長良川鉄道（株） 

伊豆急行（株） 

愛知環状鉄道（株） 

静岡鉄道（株） 

神戸電鉄（株） 

智頭急行（株） 

肥薩おれんじ鉄道（株） 

松浦鉄道（株） 

アルピコ交通（株） 

由利高原鉄道（株） 

近江鉄道（株） 

 

小計 

 

 

       29 

        418 

       288 

       425 

       8 

       5 

         

     1,173 

       

 

 645 

 

496 

        200 

       60 

       270 

163 

       70 

270 

 

141 

325 

        48 

         

      2,688 

 

      

        155 

       5 

       40 

36 

     85 

           

 321 

 

 

  9 

24 

24 

51 

24 

39 

12 

54 

27 

30 

15 

390 

60 

81 

     

840 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 6 - 
 

 

（地域鉄道安全対策） 

伊賀市 

四日市市 

北近畿タンゴ鉄道（株） 

甲賀市 

秋田内陸縦貫鉄道（株） 

阿武隈急行（株） 

由利高原鉄道（株） 

しなの鉄道（株） 

長野電鉄（株） 

のと鉄道（株） 

北陸鉄道（株） 

IRいしかわ鉄道（株） 

万葉線（株） 

アルピコ交通（株） 

真岡鉄道（株） 

上信電鉄（株） 

野岩鉄道（株） 

上毛電気鉄道(株) 

銚子電気鉄道（株） 

天竜浜名湖鉄道（株） 

大井川鐵道（株） 

えちぜん鉄道（株） 

愛知環状鉄道（株） 

伊勢鉄道（株） 

静岡鉄道（株） 

岳南電車（株） 

神戸電鉄（株） 

近江鉄道（株） 

叡山電鉄（株） 

一畑電車（株） 

土佐くろしお鉄道（株） 

伊予鉄道（株） 

松浦鉄道（株） 

島原鉄道（株） 

南阿蘇鉄道（株） 

甘木鉄道（株） 

熊本電気鉄道（株） 

長崎電気軌道（株） 

 

小計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 

108 

512 

36 

390 

267 

30 

300 

276 

84 

123 

42 

99 

36 

75 

141 

195 

90 

24 

207 

240 

324 

300 

63 

123 

81 

567 

243 

57 

198 

309 

234 

171 

183 

60 

147 

558 

12 

 

6,968 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 7 - 
 

 

 

(ホームドア) 

西日本旅客鉄道㈱（京都駅） 

東武鉄道㈱（西新井駅） 

東武鉄道㈱（谷塚駅） 

東武鉄道㈱（草加駅） 

東武鉄道㈱（新田駅） 

東武鉄道㈱（越谷駅） 

京成電鉄㈱（押上駅） 

京王電鉄㈱（笹塚駅） 

京王電鉄㈱（久我山駅） 

小田急電鉄㈱（町田駅） 

小田急電鉄㈱（相模大野駅） 

小田急電鉄㈱（海老名駅） 

小田急電鉄㈱（本厚木駅） 

小田急電鉄㈱（大和駅） 

近畿日本鉄道㈱（鶴橋駅） 

南海電気鉄道㈱（中百舌鳥駅） 

阪急電鉄㈱（西宮北口駅） 

阪神電気鉄道㈱（大阪梅田駅） 

 

小計 

 

計 

 

 

 

190 

17 

100 

22 

100 

22 

290 

575 

22 

476 

217 

329 

967 

199 

30 

111 

90 

144 

 

3,900 

 

16,604 

 

 

 

 

 

 

 

（注１）百万円未満の計数を四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。 

（注２）本表は予定額である。 

 





令和３年度補正予算　官庁営繕部箇所別調書

福井県 （単位：百万円）

事　業　名 箇　所　名 所　在　地 事 業 費 備　　考

官庁営繕費 敦賀地方合同庁舎 福井県　敦賀市 187 長寿命化（外壁改修、建具改修、
屋根改修、給排水設備改修）

敦賀地方合同庁舎 福井県　敦賀市 16 煙突改修

合　　計 203



令和３年度補正予算　社会資本整備総合交付金の配分（加速化対策分）

（福井県）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

国土強靭化地域計画に基づく県
土強靭化の推進（防災・安全）

福井県 443,568 

安全で安心な道づくり（防災・
安全）

福井県,福井市,敦賀市,小浜市,勝山市,鯖江
市,あわら市,越前市,坂井市,永平寺町,南越
前町,越前町,美浜町,若狭町,大野市,池田
町,高浜町,おおい町

399,071 

人にやさしく快適な都市空間形
成（通学路等）（防災・安全）

福井県,福井市,敦賀市,小浜市 71,566 

通学路等の交通安全対策（防
災・安全）

福井県,福井市,敦賀市,小浜市,大野市,勝山
市,鯖江市,あわら市,越前市,坂井市,永平寺
町,越前町,美浜町,高浜町,おおい町

50,138 

福井県における賑わいと活力の
ある港湾空間の形成（防災・安
全）（重点）

福井県 17,000 

福井県全地域における総合的な
浸水対策等の推進（防災・安
全）緊急対策

福井県,福井市 1,002,500 

福井県全地域における総合的な
浸水対策等の推進（防災・安
全）

福井県,福井市,敦賀市,小浜市,勝山市,鯖江
市,あわら市,越前市,坂井市,池田町,南越前
町,美浜町,若狭町

1,203,500 

福井県における総合的な土砂災
害対策の推進（防災・安全）

福井県,南越前町,越前市,若狭町,小浜市,鯖
江市,美浜町,大野市,勝山市,永平寺町,おお
い町

476,425 

福井県における総合的な土砂災
害対策の推進（防災・安全）
（重点）

福井県 115,250 

福井県における循環のみちの実
現その３（防災・安全）

福井県 140,324 

福井県における土砂災害警戒区
域等の指定による土砂災害対策
の推進（防災・安全）

福井県 2,000 

福井県における総合的な海岸侵
食・越波対策、老朽化対策等の
推進（防災・安全）

福井県 153,500 

福井県における安全・安心な都
市公園づくり（防災・安全）

福井県 52,500 



（福井県）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

福井市における下水道施設の防
災・安全向上計画その３（防
災・安全）

福井市 126,200 

福井市安全・安心で緑あふれる
都市環境の形成（防災・安全）

福井市 23,000 

敦賀市「清らかな水環境の再生
第３期」計画（防災・安全）

敦賀市 79,250 

敦賀市における安全・安心な都
市公園事業計画（防災・安全）

敦賀市 15,000 

敦賀市宅地耐震化推進事業（防
災・安全）

敦賀市 1,386 

「御食国若狭おばま」における
良好な水環境形成、市街地の浸
水対策（その３）（防災・安
全）

小浜市 30,800 

勝山市における安全で安心な都
市公園づくり（防災・安全）

勝山市 15,000 

鯖江市における快適で安全・安
心な生活の実現その３（防災・
安全）

鯖江市 196,000 

鯖江市安心で快適に暮らせるま
ちの創造(防災・安全）

鯖江市 15,000 

鯖江市宅地耐震化推進事業（防
災・安全）

鯖江市 1,750 

越前市における循環のみちの実
現（防災・安全）

越前市 117,700 

越前市公園における安全性の向
上と持続可能な公園づくり（防
災・安全）

越前市 15,000 

坂井市宅地耐震化推進事業(防
災・安全)

坂井市 1,000 

永平寺町における下水道施設の
的確な更新、老朽化対策等の推
進(防災・安全)

永平寺町 70,840 



（福井県）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

越前町宅地耐震化推進事業（防
災・安全）

越前町 3,500 

美浜町下水道事業における効果
的整備計画（防災・安全）

美浜町 11,500 

五領川公共下水道における下水
道施設の防災・安全向上計画
（防災・安全）

五領川公共下水道事務組合 132,000 

4,982,268 

※計画名等については、現時点のものであり今後変更があり得る。

合 計



令和３年度補正予算　社会資本整備総合交付金の配分（通常分）

（福井県）
社会資本整備総合交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

アクセス道路の整備による交通
ネットワークを強化する道づく
り

福井県 708,400 

安全で安心な道づくり

福井県,福井市,敦賀市,小浜市,大野市,勝山
市,鯖江市,あわら市,越前市,坂井市,永平寺
町,池田町,南越前町,越前町,美浜町,高浜
町,おおい町,若狭町

49,250 

新幹線駅へのアクセスとにぎわ
い交流を促進する都市環境づく
り

福井県 21,890 

福井市の下水道事業による快適
な生活環境創造計画その３

福井市 90,000 

都市公園における最適なスポー
ツ施設のストック再編

越前市 76,478 

946,018 

※計画名等については、現時点のものであり今後変更があり得る。

合 計



令和３年度補正予算　社会資本整備総合交付金の配分（通常分）

（福井県）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

通学路等の交通安全対策（防
災・安全）

福井県,福井市,敦賀市,小浜市,大野市,勝山
市,鯖江市,あわら市,越前市,坂井市,永平寺
町,越前町,美浜町,高浜町,おおい町

488,796 

488,796 

※計画名等については、現時点のものであり今後変更があり得る。

合 計


