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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：大分県 (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10号 大分市 高江拡幅 25

改築 国道57号 竹田市 竹田阿蘇道路 345

改築 国道210号 日田市 川下改良 10

改築 国道210号 大分市 横瀬拡幅 10

改築 国道212号 中津市 三光本耶馬渓道路 1,978

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：大分県 (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57号
豊後大野市、
竹田市

大分57号交通安全対策 2

国道10号

中津市、宇佐市、
杵築市、日出町、
別府市、大分市、
臼杵市

大分10号交通安全対策 102

備考

交通安全 国道210号
日田市、玖珠町、
九重町、由布市、
大分市

大分210号交通安全対策 100

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：大分県 (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10号 大分市 大分10号電線共同溝 15 鴛野地区電線共同溝 15

電線共同溝 国道210号 大分市 大分210号電線共同溝 15 光吉地区電線共同溝 15

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：大分県 (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10号 中津市～佐伯市 大分10号維持管理 144

維持管理 国道57号 竹田市～大分市 大分57号維持管理 110

維持管理 佐伯市 大分東九州自動車道維持管理 16

維持管理 カーボンニュートラル・豪雪対策 28

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：大分県 (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10号 中津市～佐伯市 大分10号維持管理 230

維持管理 佐伯市 大分東九州自動車道維持管理 90

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:大分県 (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 国道212号 中津市、日田市
日田山国道路
【中津日田道路】

700

改築 国道212号 中津市
耶馬溪山国道路
【中津日田道路】

134

改築 国道212号 日田市 日田拡幅 100

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:大分県 (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

無電柱化推進計画事業 大分県 大分県無電柱化推進計画事業 265
(国)500号(汐見工区)〔別府市〕、(国)500号(鉄輪工区)〔別府市〕、
(都)南立石亀川線〔別府市〕



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:大分県 (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 大分県 橋梁長寿命化修繕計画 1,769 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 大分県 トンネル長寿命化修繕計画 534 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 大分県 道路附属物等長寿命化修繕計画 22 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 大分市 橋梁長寿命化修繕計画 30 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 佐伯市 橋梁長寿命化修繕計画 10 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 佐伯市 トンネル長寿命化修繕計画 10 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 津久見市 橋梁長寿命化修繕計画 4 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 杵築市 橋梁長寿命化修繕計画 4 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 宇佐市 橋梁長寿命化修繕計画 100 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 日出町 橋梁長寿命化修繕計画 15 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
大分県

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

大分県橋梁長寿命化修繕計画
大分県 竹田市 県道穴井迫荻線 産開橋 橋梁 修繕
大分県 杵築市 県道糸原杵築線 鴨川大橋 橋梁 修繕
大分県 杵築市 県道糸原杵築線 山中橋 橋梁 修繕
大分県 佐伯市 県道色宮港木立線 第2関網橋 橋梁 修繕
大分県 大分市 県道大分挾間線 新賀来橋（上り） 橋梁 修繕
大分県 豊後大野市 県道緒方朝地線 大恩寺大橋 橋梁 修繕
大分県 豊後大野市 県道緒方大野線 大渡橋 橋梁 修繕
大分県 国東市 県道国東安岐線 百全橋 橋梁 修繕
大分県 国東市 県道国東安岐線 港橋 橋梁 更新
大分県 佐伯市 県道佐伯蒲江線 上樋落橋 橋梁 修繕
大分県 竹田市 県道庄内久住線 馬門橋 橋梁 修繕
大分県 竹田市 県道庄内久住線 境川橋 橋梁 修繕
大分県 竹田市 県道庄内久住線 妙見橋 橋梁 修繕
大分県 竹田市 県道高森竹田線 秋桜橋 橋梁 修繕
大分県 竹田市 県道竹田五ヶ瀬線 石子野橋 橋梁 修繕
大分県 竹田市 県道竹田直入線 鏡陸橋 橋梁 修繕
大分県 大分市 県道竹中停車場線 筒井大橋 橋梁 修繕
大分県 中津市 県道中津山国自転車道線 第2山国川橋 橋梁 修繕
大分県 豊後大野市 県道中判田犬飼線 涼月橋 橋梁 修繕
大分県 佐伯市 県道野津宇目線 井の内橋 橋梁 修繕
大分県 佐伯市 県道野津宇目線 椎の木河橋 橋梁 修繕
大分県 豊後大野市 県道伏野三重線 下田橋 橋梁 修繕
大分県 国東市 県道豊後高田安岐線 掛樋橋 橋梁 修繕
大分県 国東市 県道豊後高田国東線 宮之谷橋 橋梁 修繕
大分県 別府市 県道別府山香線 キスミレ橋 橋梁 修繕
大分県 豊後大野市 県道三重野津原線 高野橋 橋梁 修繕
大分県 豊後大野市 県道三重野津原線 藤北橋 橋梁 修繕
大分県 佐伯市 県道三重弥生線 佐戸ヶ瀬橋 橋梁 修繕
大分県 津久見市 県道四浦日代線 江ノ浦橋 橋梁 修繕
大分県 竹田市 県道阿蘇くじゅう公園線 本堂川橋 橋梁 修繕
大分県 大分市 国道197号 乙津橋側道橋 橋梁 修繕
大分県 大分市 国道197号 佐野高架橋 橋梁 修繕
大分県 大分市 国道197号 乙津橋 橋梁 修繕
大分県 大分市 国道197号 金谷橋 橋梁 修繕
大分県 日田市 国道212号 島内橋 橋梁 修繕
大分県 日田市 国道212号 台霧大橋 橋梁 修繕
大分県 中津市 国道212号 洞門橋 橋梁 修繕
大分県 日田市 国道212号 万々金橋 橋梁 修繕
大分県 日田市 国道212号 竹本橋 橋梁 修繕
大分県 国東市 国道213号 安岐大橋 橋梁 修繕
大分県 中津市 国道213号 犬丸橋 橋梁 修繕
大分県 杵築市 国道213号 杵築橋 橋梁 修繕
大分県 国東市 国道213号 櫛来大橋 橋梁 修繕
大分県 日出町 国道213号 早水橋 橋梁 修繕
大分県 日出町 国道213号 東部橋 橋梁 修繕
大分県 国東市 国道213号 楓江大橋 橋梁 修繕
大分県 国東市 国道213号 櫛海橋 橋梁 修繕
大分県 臼杵市 国道217号 柏橋 橋梁 修繕
大分県 豊後大野市 国道326号 犬飼大橋 橋梁 修繕
大分県 佐伯市 国道326号 釘戸橋 橋梁 修繕
大分県 佐伯市 国道326号 桜坂橋 橋梁 修繕
大分県 豊後大野市 国道326号 高松橋 橋梁 修繕
大分県 佐伯市 国道326号 土取橋 橋梁 修繕
大分県 豊後大野市 国道326号 松谷大橋 橋梁 修繕
大分県 佐伯市 国道326号 三国峠橋 橋梁 修繕
大分県 日田市 国道387号 川畑橋 橋梁 修繕
大分県 宇佐市 国道387号 新奥鍋橋 橋梁 修繕
大分県 宇佐市 国道387号 西椎屋橋 橋梁 修繕
大分県 大分市 国道442号 明磧橋側道橋 橋梁 修繕
大分県 竹田市 国道442号 桜馬場橋 橋梁 修繕
大分県 中津市 国道500号 禅海橋 橋梁 修繕
大分県 豊後大野市 県道宇目清川線 天然橋 橋梁 修繕

大分県トンネル長寿命化修繕計画
大分県 臼杵市 臼杵坂ノ市線 臼坂トンネル トンネル 修繕
大分県 佐伯市 県道上爪横川線 宇目直川なかよしトンネル トンネル 修繕
大分県 大分市 県道臼杵大南線 河内トンネル 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
大分県

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

大分県 臼杵市 県道臼杵坂ノ市線 臼坂トンネル トンネル 修繕
大分県 臼杵市 県道臼杵坂ノ市線 臼津トンネル トンネル 修繕
大分県 杵築市 県道大田杵築線 波多方トンネル トンネル 修繕
大分県 津久見市 県道佐伯津久見線 彦の内トンネル トンネル 修繕
大分県 由布市 県道庄内久住線 剣龍山トンネル トンネル 修繕
大分県 日出町 県道日出山香線 豊岡トンネル トンネル 修繕
大分県 宇佐市 県道耶馬溪院内線 岳切トンネル トンネル 修繕
大分県 国東市 県道山香国見線 地蔵トンネル トンネル 修繕
大分県 大分市 国道197号 佐賀関トンネル トンネル 修繕
大分県 大分市 国道197号 志生木トンネル トンネル 修繕
大分県 大分市 国道210号 大道トンネル（上り） トンネル 修繕
大分県 中津市 国道212号 はなぐりトンネル トンネル 修繕
大分県 国東市 国道213号 納屋トンネル トンネル 修繕
大分県 国東市 国道213号 ごうやトンネル トンネル 修繕
大分県 杵築市 国道213号 野田人道トンネル トンネル 修繕
大分県 国東市 国道213号 藤ノ木トンネル トンネル 修繕
大分県 大分市 国道217号 小島トンネル トンネル 修繕
大分県 臼杵市 国道217号 佐志生第１トンネル トンネル 修繕
大分県 臼杵市 国道217号 佐志生第２トンネル トンネル 修繕
大分県 臼杵市 国道217号 下ノ江トンネル トンネル 修繕
大分県 臼杵市 国道217号 新臼津トンネル トンネル 修繕
大分県 佐伯市 国道217号 睎干トンネル トンネル 修繕
大分県 豊後大野市 国道326号 三国トンネル トンネル 修繕
大分県 竹田市 国道502号 岡の里トンネル トンネル 修繕
大分県 津久見市 佐伯津久見線 彦岳トンネル トンネル 修繕
大分県 中津市 県道中津山国自転車道線 机隧道 トンネル 修繕

大分県道路附属物等長寿命化修繕計画
大分県 国東市 県道成仏杵築線 国東１カルバート 道路附属物等 修繕
大分県 豊後大野市 県道三重新殿線 大野１カルバート 道路附属物等 修繕

大分市橋梁長寿命化修繕計画
大分市 大分市 市道横田北環状線 大人橋 橋梁 修繕
大分市 大分市 市道下寒田小原線 小学校東橋1 橋梁 修繕
大分市 大分市 市道寒田団地5号線 寒田団地1号橋 橋梁 修繕
大分市 大分市 市道今畑線 今畑橋 橋梁 修繕
大分市 大分市 市道松ヶ崎線 浅内跨道橋 橋梁 修繕
大分市 大分市 市道石塚線 石塚橋 橋梁 修繕
大分市 大分市 市道天領団地1号線 天領団地1号橋 橋梁 修繕

佐伯市橋梁長寿命化修繕計画
佐伯市 佐伯市 市道宇山柏江線 柏江橋 橋梁 修繕
佐伯市 佐伯市 市道羽木川日平線 因尾橋 橋梁 修繕
佐伯市 佐伯市 市道海崎駅前戸穴橋線 戸穴橋 橋梁 修繕

佐伯市トンネル長寿命化修繕計画
佐伯市 佐伯市 市道樫野上城線 高城トンネル トンネル 修繕
佐伯市 佐伯市 市道広浦丸ばえ線 浅海井トンネル トンネル 修繕

津久見市橋梁長寿命化修繕計画
津久見市 津久見市 市道松川線 松川２号橋 橋梁 修繕
津久見市 津久見市 市道松川線 松川４号橋 橋梁 修繕
津久見市 津久見市 市道畑横道線 畑横道４号橋 橋梁 修繕

杵築市橋梁長寿命化修繕計画
杵築市 杵築市 市道市駅錦江橋線 錦江橋 橋梁 更新
杵築市 杵築市 市道市駅錦江橋線 錦江橋側道橋 橋梁 更新

宇佐市橋梁長寿命化修繕計画
宇佐市 宇佐市 糸口・吉松線 下高8号橋 橋梁 修繕
宇佐市 宇佐市 副大副線 無名橋（副大副線） 橋梁 修繕
宇佐市 宇佐市 沖・小坂線 不動橋 橋梁 修繕
宇佐市 宇佐市 温見田所線 中鍋橋 橋梁 修繕
宇佐市 宇佐市 下恵良大坪線 川原橋 橋梁 修繕
宇佐市 宇佐市 下時枝・下敷田線 庄川橋 橋梁 修繕
宇佐市 宇佐市 下敷田・東高家線 高津橋 橋梁 修繕
宇佐市 宇佐市 久井田上ノ原線 榎本橋 橋梁 修繕
宇佐市 宇佐市 旧宇佐本耶馬渓線 上田橋 橋梁 修繕
宇佐市 宇佐市 熊野線 熊野橋 橋梁 修繕
宇佐市 宇佐市 古川本線 毘沙門橋 橋梁 修繕
宇佐市 宇佐市 佐田町線 佐田町橋 橋梁 修繕
宇佐市 宇佐市 三つ又・新洞線 三ツ又橋 橋梁 修繕
宇佐市 宇佐市 大根川・上佐野線 下佐野橋 橋梁 修繕
宇佐市 宇佐市 谷神出線 谷橋 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
大分県

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

宇佐市 宇佐市 中原・上拝田線 中原橋 橋梁 修繕
宇佐市 宇佐市 田平和田線 無名橋（田平和田線） 橋梁 修繕
宇佐市 宇佐市 塔尾西線 池ノ口橋 橋梁 修繕
宇佐市 宇佐市 内川野・笹ケ平線 権現橋 橋梁 修繕
宇佐市 宇佐市 尾永井・江須賀線 乙女橋 橋梁 修繕
宇佐市 宇佐市 落合上川原線 落合川橋 橋梁 修繕

日出町橋梁長寿命化修繕計画
日出町 日出町 町道太田豊岡駅前線 曲木橋 橋梁 修繕
日出町 日出町 町道高平目刈線 高平橋1 橋梁 修繕
日出町 日出町 町道沼津開拓線 無名橋4 橋梁 修繕
日出町 日出町 町道沼津開拓線 無名橋5 橋梁 修繕



令和３年度　補正予算　箇所表（ゼロ国債）

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：大分県 (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 国道212号 中津市、日田市
日田山国道路
【中津日田道路】

130

改築 国道212号 日田市 日田拡幅 170

路線名 備考



令和３年度　補正予算　箇所表（ゼロ国債）

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:大分県 (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 大分県 道路附属物等長寿命化修繕計画 130 個別の構造物は別紙（ゼロ国債）参照



令和３年度　補正予算　箇所表 別紙（ゼロ国債）

※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成
大分県

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

大分県道路附属物等長寿命化修繕計画
大分県 臼杵市 国道217号 臼杵１ロックシェッド 道路附属物等 修繕
大分県 臼杵市 国道217号 臼杵２ロックシェッド 道路附属物等 修繕



大 分 県

水管理・国土保全局



令和３年度補正予算　河川事業（直轄・大分県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

山国川 山国川 一般河川改修事業 385　
《福岡

ふくおか

県
けん

》上毛町
こうげまち

《大分県
おおいたけん

》中津市
なかつし

大分川 大分川 一般河川改修事業 635　 大分市
おおいたし

大野川 大野川 一般河川改修事業 655　 大分市
おおいたし

番匠川 番匠川 一般河川改修事業 565　 佐伯市
さいきし

山国川 山国川 河川維持修繕事業 232　 中津
な か つ

市
し

～河口
か こ う

大分川 大分川 河川維持修繕事業 443　 由布市
ゆ ふ し

～河口
か こ う

大野川 大野川 河川維持修繕事業 587　 大分市
お お い た し

～河口
か こ う

番匠川 番匠川 河川維持修繕事業 195　 佐伯市
さ い き し

～河口
か こ う

筑後川 筑後川 河川維持修繕事業 1,819　 日田
ひ た

市
し

～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・大分県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

津久見川 津久見川 河川激甚災害対策特別緊急事業 900　 津久見市
つ く み し

山国川 山国川（下流） 大規模特定河川事業 100　 中津市
な か つ し

山国川 山国川 大規模特定河川事業 30　 中津市
な か つ し



大分県

　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

水資源開発事業 筑後川大山ダム 10

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備　　　　　考



大分県

　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。

( 450)

河川整備事業費 450 

　治水ダム等建設事業費補助

( 450)

　　建 設 工 事 450 

( 450)

竹田水害緊急治水ダム 450 玉来ダム

事項 ダム名 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 ばんじょうがわ さんのうだにがわ さいきし はせ さぼうえんていこう

砂防等事業 番匠川 山王谷川 佐伯市 長谷 砂防堰堤工 2

そのた まるばえがわ さいきし かみうらあざむいうら さぼうえんていこう

その他 丸ばえ川 佐伯市 上浦浅海井浦 砂防堰堤工 10

やまくにがわ ひらばるしもがわ なかつし やばけいまちおおの けいりゅうほぜんこう

山国川 平原下川 中津市 耶馬溪町大野 渓流保全工 35
やまくにがわ まちかわ③ なかつし ほんやばけいまちあとだ さぼうえんていこう

山国川 町川③ 中津市 本耶馬渓町跡田 砂防堰堤工 10
やまくにがわ くちのはやしかわかみ なかつし やばけいまちとばる さぼうえんていこう

山国川 口ノ林川上 中津市 耶馬溪町戸原 砂防堰堤工 1

やっかんがわ やざきがわ① うさし あじむまちやざき けいりゅうほぜんこう

駅館川 矢崎川① 宇佐市 安心院町矢崎 渓流保全工 40

６箇所 98

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（大分県　1/3）

合計

事業区分 所在地水系名 渓流名



工種 事業費 備考
市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

特定緊急 ちくごがわ かみたにかわ ひたし かみつえまちかみのだ けいりゅうほぜんこう

砂防事業 筑後川 上谷川 日田市 上津江町上野田 渓流保全工 40

ちくごがわ みやたかわ ひたし なかつえむらとちの さんぷくこう

筑後川 宮田川 日田市 中津江村栃野 山腹工 20

２箇所 60

令和３年度補正予算　特定緊急砂防事業費補助箇所別調書（大分県　2/3）

合計

事業区分 水系名 渓流名 所在地



工種 事業費 備考
市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

特定緊急 おおいたがわ かしわの ゆふし はさままちかしわの くいこう

地すべり対策事業 大分川 柏野 由布市 挾間町柏野 杭工 200

１箇所 200合計

令和３年度補正予算　特定緊急地すべり対策事業費補助箇所別調書（大分県　3/3）

事業区分 水系名 渓流名 所在地



大　分　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　 大分県

（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, 42,000 22,000 64,000

大分市 大分市 継続 細地区 4.5/10 18,900 11,000 29,900

42,000 22,000 64,000

合計 18,900 11,000 29,900

内示額について、下段を国費とする。



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：無電柱化（補助） ※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:大分県 (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

無電柱化推進計画事業 大分県 大分県無電柱化推進計画事業 265
(国)500号(汐見工区)〔別府市〕、(国)500号(鉄輪工区)〔別府
市〕、(都)南立石亀川線〔別府市〕

※上記箇所は全て防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策



大 分 県

住 宅 局



地域居住機能再生推進事業　実施計画（令和３年度 第１号補正）

（単位：千円）

都道府県 大分県
地区名 事業名 事業費 備考

荏隈・永興地区 地域居住機能再生推進事業 133,030
133,030合計



港 湾 局

(単位：百万円)

単年度支出 ゼロ国債 合　計

大分県

大分県

大分県重 要 港 湾 中 津 大 分 県 小 計 300 300

大分県 直 轄 300 300

大分県

大分県 別 府 大 分 県 小 計 826 826

大分県 直 轄 826 826

大分県

大分県 大 分 大 分 県 小 計 1,366 1,366

大分県 直 轄 1,366 1,366

大分県

大分県 佐 伯 大 分 県 小 計 1,077 1,077

大分県 直 轄 1,077 1,077

大分県

3,569 3,569合　　　　計

港湾管理者

令 和 ３ 年 度 補 正 予 算

摘　　要

事業区分
事　　業　　費

大 分 県

令 和 ３ 年 度　 港 湾 整 備 事 業 予 算 

港　　格 港　　名



港 湾 局

(単位：百万円)

単年度支出 ゼロ国債 合　計

高 潮 対 策 大 分 大 分 県 小 計 1,140 480 1,620

直 轄 1,140 480 1,620

1,140 480 1,620合　　　　計

海岸管理者

令 和 ３ 年 度 補 正 予 算

摘　　要

事 業 区 分

大 分 県

令 和 ３ 年 度　 海 岸 事 業 予 算

事 業 種 別 海 岸 名
事　　業　　費
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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 
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（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 
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(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　社会資本整備総合交付金の配分（加速化対策分）

（大分県）
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

にぎわいを生みだし活力ある地
域づくりを支える大分の道路
ネットワーク

大分県,大分市,別府市,中津市,日田市,佐伯
市,臼杵市,竹田市,杵築市,宇佐市,豊後大野
市,由布市,国東市,日出町,九重町,津久見
市,豊後高田市,玖珠町

25,000 

25,000 

※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（加速化対策分）

（大分県）
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

大分の道路における総合的な事
前防災・減災対策、老朽化対策
の推進（防災・安全）

大分県,大分市,臼杵市,津久見市,別府市,中
津市,日田市,佐伯市,豊後高田市,杵築市,宇
佐市,国東市,姫島村,玖珠町

897,759 

大分県の交通・物流を支える強
くしなやかな道路ネットワーク
等の整備

大分県 429,242 

地域における総合的な生活空間
の安全を確保するみちづくり
（防災・安全）

大分県,大分市,津久見市,宇佐市,由布市,別
府市

19,030 

国土強靭化に向けた港湾機能強
化を推進する港湾整備（防災・
安全）（重点）

大分県 126,000 

安全で安心して暮らせる豊の国
の川づくり（防災・安全）

大分県,大分市,別府市,中津市,日田市,佐伯
市,臼杵市,津久見市,竹田市,豊後高田市,杵
築市,宇佐市,豊後大野市,由布市,国東市,玖
珠町,九重町

1,482,000 

土砂災害に強い県土づくりの推
進（防災・安全）2期

大分県,国東市,杵築市,大分市,由布市,臼杵
市,津久見市,佐伯市,豊後大野市,竹田市,玖
珠町,日田市,中津市,宇佐市,九重町,日出
町,別府市,豊後高田市,姫島村

1,328,850 

土砂災害に強い県土づくりの推
進（防災・安全）（重点）2期

大分県 947,660 

おんせん県おおいたの下水道
第２期防災安全対策（防災・安
全）

別府市,中津市,日田市,佐伯市,臼杵市,津久
見市,豊後高田市,杵築市,宇佐市,国東市,姫
島村,日出町

42,250 

おんせん県おおいたの下水道
第２期雨水・地震津波対策(防
災・安全）（重点計画）

別府市,中津市,日田市,佐伯市,臼杵市,津久
見市,豊後高田市,杵築市,宇佐市,日出町

5,000 

安心して生活できる県土づくり
のための海岸保全事業の推進
（防災・安全）（第２期）

大分県 40,000 

県民の命と暮らしを守る社会資
本整備と老朽化対策の推進（重
点計画）

大分県 33,000 

（第２期）都市公園の長寿命化
と安全・安心な公園づくり（防
災・安全）

大分県,大分市,中津市,日田市,佐伯市,竹田
市,宇佐市

38,500 



（大分県）
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

都市公園の長寿命化と安全・安
心な公園づくり(重点）(防災・
安全）

大分県,大分市 5,000 

安心・安全な暮らしを支える住
まいづくり（地域住宅計画　大
分県地域）

大分県,大分市,別府市,中津市,日田市,佐伯
市,臼杵市,津久見市,竹田市,杵築市,豊後大
野市,由布市,日出町,九重町

27,493 

おおいたの下水道の防災力向上 大分市 216,000 

おおいたの下水道の防災力向上
（防災・安全）（重点計画）

大分市 50,000 

大分市宅地耐震化推進事業（防
災・安全）

大分市 11,500 

豊後大野市宅地耐震化推進事業
（防災・安全）

豊後大野市 10,000 

5,709,284 

※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）

（大分県）
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

にぎわいを生みだし活力ある地
域づくりを支える大分の道路
ネットワーク

大分県,大分市,別府市,中津市,日田市,佐伯
市,臼杵市,竹田市,杵築市,宇佐市,豊後大野
市,由布市,国東市,日出町,九重町,津久見
市,豊後高田市,玖珠町

245,515 

各都市圏における緊急時等のア
クセス強化に向けた街路整備

大分県 21,800 

大分県における、港湾施設の拡
充による県民生活の利便性・安
全性の向上（地域活性化）（第
２期）

大分県 23,000 

親しみをもてやすらぎのある豊
の国の川づくり

大分県 75,000 

おおいたのきれいな水環境の形
成（重点計画）

大分市 85,700 

451,015 

※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）

（大分県）
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

通学路の要対策箇所における安
全を確保するみちづくり（防
災・安全）

大分県,杵築市,宇佐市,国東市,日出町,臼杵
市,豊後大野市,日田市,竹田市,由布市,佐伯
市,別府市,大分市,中津市,津久見市,豊後高
田市,玖珠町

861,755 

各都市圏における歩行者等の安
全を確保する街路整備（防災・
安全）

大分県,佐伯市,大分市,日田市,別府市,中津
市

165,802 

地域における総合的な生活空間
の安全を確保するみちづくり
（防災・安全）

大分県,大分市,津久見市,宇佐市,由布市,別
府市

39,975 

1,067,532 

※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


