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令和４年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：滋賀県 (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1号 甲賀市～湖南市 水口道路 10

改築 国道1号 湖南市 栗東水口道路Ⅱ 10

改築 国道1号 湖南市～栗東市 栗東水口道路Ⅰ 1,000

改築 国道8号 長浜市 塩津バイパス 20

改築 国道8号 長浜市～彦根市 米原バイパス 910

改築 国道8号 野洲市～栗東市 野洲栗東バイパス 5,400

改築 国道161号 高島市 湖北バイパス 50

改築 国道161号 高島市～大津市 小松拡幅 750

改築 国道161号 大津市 湖西道路（真野～坂本北） 540

改築 国道307号 甲賀市 信楽道路 10

路線名 備考



令和４年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：滋賀県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

土山地区歩道整備（甲賀市） 5

矢倉二丁目地区歩道整備（草津市） 7

瀬田地区交通安全対策（大津市） 61

横木二丁目交差点改良（大津市） 8

塩津地区歩道整備（長浜市） 9

鳥居本地区歩道整備（彦根市） 40

高宮地区歩道整備（彦根市） 30

簗瀬・長野地区交差点改良（愛荘町） 207

馬淵町地区歩道整備（近江八幡市） 7

西横関交差点改良（竜王町） 40

交通安全 国道161号 高島市 滋賀161号交通安全対策 1,039 安曇川地区交差点立体化 1,039

国道8号

長浜市、彦根市、
愛荘町、
近江八幡市、
竜王町

滋賀8号交通安全対策 333交通安全

路線名 備考

交通安全 国道1号
甲賀市、草津市、
大津市

滋賀1号交通安全対策 81



令和４年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：滋賀県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

上鈎電線共同溝（栗東市) 30

小柿電線共同溝（栗東市) 24

本宮電線共同溝（大津市) 105

川崎町電線共同溝（長浜市) 27

東沼波電線共同溝（彦根市) 24

路線名 備考

国道1号 栗東市、大津市 159電線共同溝

電線共同溝 国道8号 長浜市、彦根市 51

滋賀1号電線共同溝

滋賀8号電線共同溝



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：滋賀県 (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） 大津能登川長浜線 草津市、栗東市 馬場・上砥山工区 4,360

改築 （主） 大津能登川長浜線 栗東市 上砥山・目川工区 364

改築 （一） 宇治田原大石東線 大津市 龍門 370

改築 （市）
(仮称)黒丸スマート
インターチェンジ線

東近江市 蛇溝町 15

改築 （市） 御代参街道3号線 東近江市 蛇溝町 15

改築 （町）
多賀スマートイン
ター線

多賀町 敏満寺 150

路線名 備考



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：滋賀県 (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303号 長浜市 音羽 3

土砂災害対策 国道306号 多賀町 大君ケ畑 116

土砂災害対策 国道367号 高島市 保坂 8

土砂災害対策 国道421号 東近江市 佐目萱尾 35

土砂災害対策 国道477号 甲賀市 武平 70

土砂災害対策 (主) 大河原北土山線 甲賀市 大河原 60

土砂災害対策 (主) 多賀永源寺線 東近江市 政所百済寺甲 30

土砂災害対策 (主) 山東本巣線 米原市 小泉・甲津原 14

土砂災害対策 (主) 多賀醒井線 多賀町 久徳・河内 206

土砂災害対策 (一) 中河内木之本線 長浜市 中河内・菅並 151

土砂災害対策 (一) 葛籠尾崎塩津線 長浜市 月出 10

路線名 備考



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：滋賀県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費路線名 備考

土砂災害対策 (一) 葛籠尾崎大浦線 長浜市 菅浦 138

土砂災害対策 (一) 白谷野口線 高島市 在原 64

土砂災害対策 (一) 西浅井マキノ線 高島市 海津 60



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：滋賀県 (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 滋賀県 滋賀県無電柱化推進計画事業 82
(一)彦根米原線(松原町工区)〔彦根市〕、(一)彦根港彦
根停車場線(元町工区)〔彦根市〕、(都)原松原線外1線
(松原工区)〔彦根市〕



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：滋賀県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 整備地区名 事業主体 事業費

補助事業

交通安全対策（地区内連携） 大津市 中村地区 大津市 44

交通安全対策（地区内連携） 長浜市 八幡東地区 長浜市 12

交通安全対策（地区内連携） 近江八幡市 １４区地区 近江八幡市 72

交通安全対策（地区内連携） 東近江市 川合畑田地区 東近江市 19

交通安全対策（地区内連携） 米原市 近江地区 米原市 152

備考



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成 

所　　　管：国土交通省

都道府県名：滋賀県 (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

交通安全対策（通学路緊急対策） 滋賀県 滋賀県通学路緊急対策推進計画 1,274

伊香立小学校、堅田小学校、田上小学校、南郷小学
校、塩津小学校、神照小学校、桐原小学校、金田小
学校、志津南小学校、老上西小学校、河西小学校、
守山小学校、貴生川小学校、甲南第一小学校、甲賀
市立大原小学校、油日小学校、北野小学校、菩提寺
北小学校、今津東小学校、能登川西小学校、能登川
東小学校、八日市北小学校、米原市立大原小学校、
竜王小学校、竜王西小学校、愛知川小学校、秦荘東
小学校、多賀小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 大津市 滋賀県大津市通学路緊急対策推進計画 480

仰木の里東小学校、堅田小学校、坂本小学校、小野
小学校、真野小学校、真野北小学校、瀬田小学校、
瀬田東小学校、青山小学校、膳所小学校、中央小学
校、長等小学校、藤尾小学校、平野小学校、雄琴小
学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 彦根市 滋賀県彦根市通学路緊急対策推進計画 200 城東小学校、城北小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 近江八幡市 滋賀県近江八幡市通学路緊急対策推進計画 15
桐原東小学校、金田小学校、馬淵小学校、八幡小学
校、武佐小学校、老蘇小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 守山市 滋賀県守山市通学路緊急対策推進計画 371
河西小学校、吉身小学校、玉津小学校、守山小学
校、小津小学校、物部小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 栗東市 滋賀県栗東市通学路緊急対策推進計画 74
治田東小学校、大宝小学校、大宝東小学校、葉山小
学校、葉山東小学校



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成 

所　　　管：国土交通省

都道府県名：滋賀県 (単位: 百万円) 

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

交通安全対策（通学路緊急対策） 甲賀市 滋賀県甲賀市通学路緊急対策推進計画 64

綾野小学校、雲井小学校、希望ヶ丘小学校、貴生川
小学校、甲南第一小学校、甲南第二小学校、甲南中
部小学校、小原小学校、水口小学校、多羅尾小学
校、大野小学校、朝宮小学校、土山小学校、柏木小
学校、伴谷小学校、伴谷東小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 野洲市 滋賀県野洲市通学路緊急対策推進計画 18
祇王小学校、三上小学校、篠原小学校、中主小学
校、北野小学校、野洲小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 湖南市 滋賀県湖南市通学路緊急対策推進計画 4 三雲小学校、石部南小学校、菩提寺北小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 高島市 滋賀県高島市通学路緊急対策推進計画 1 今津東小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 東近江市 滋賀県東近江市通学路緊急対策推進計画 22 玉緒小学校、五個荘小学校、能登川西小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 米原市 滋賀県米原市通学路緊急対策推進計画 44
坂田小学校、春照小学校、息長小学校、大原小学
校、米原小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 日野町 滋賀県日野町通学路緊急対策推進計画 70 必佐小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 竜王町 滋賀県竜王町通学路緊急対策推進計画 2 竜王小学校、竜王西小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 愛荘町 滋賀県愛荘町通学路緊急対策推進計画 98 愛知川東小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 多賀町 滋賀県多賀町通学路緊急対策推進計画 2 多賀小学校



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：滋賀県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業主体 事業費 備考

補助事業

踏切道改良計画事業 近江八幡市 近江八幡街道踏切道 近江八幡市 20

踏切道改良計画事業 野洲市 甲賀踏切道 野洲市 185



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：滋賀県 (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 滋賀県 橋梁長寿命化修繕計画 2,716 別紙参照

道路メンテナンス事業 滋賀県 トンネル長寿命化修繕計画 39 別紙参照

道路メンテナンス事業 滋賀県 道路附属物等長寿命化修繕計画 174 別紙参照

道路メンテナンス事業 大津市 橋梁長寿命化修繕計画 365 別紙参照

道路メンテナンス事業 大津市 道路附属物等長寿命化修繕計画 6 別紙参照

道路メンテナンス事業 彦根市 橋梁長寿命化修繕計画 71 別紙参照

道路メンテナンス事業 長浜市 橋梁長寿命化修繕計画 288 別紙参照

道路メンテナンス事業 近江八幡市 橋梁長寿命化修繕計画 33 別紙参照

道路メンテナンス事業 近江八幡市 トンネル長寿命化修繕計画 4 別紙参照

道路メンテナンス事業 草津市 橋梁長寿命化修繕計画 126 別紙参照

道路メンテナンス事業 草津市 道路附属物等長寿命化修繕計画 16 別紙参照

道路メンテナンス事業 守山市 橋梁長寿命化修繕計画 50 別紙参照



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：滋賀県 (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 栗東市 橋梁長寿命化修繕計画 40 別紙参照

道路メンテナンス事業 甲賀市 橋梁長寿命化修繕計画 188 別紙参照

道路メンテナンス事業 野洲市 橋梁長寿命化修繕計画 40 別紙参照

道路メンテナンス事業 野洲市 道路附属物等長寿命化修繕計画 16 別紙参照

道路メンテナンス事業 湖南市 橋梁長寿命化修繕計画 138 別紙参照

道路メンテナンス事業 高島市 橋梁長寿命化修繕計画 12 別紙参照

道路メンテナンス事業 東近江市 橋梁長寿命化修繕計画 61 別紙参照

道路メンテナンス事業 東近江市 トンネル長寿命化修繕計画 4 別紙参照

道路メンテナンス事業 米原市 橋梁長寿命化修繕計画 127 別紙参照

道路メンテナンス事業 日野町 橋梁長寿命化修繕計画 48 別紙参照

道路メンテナンス事業 竜王町 橋梁長寿命化修繕計画 25 別紙参照

道路メンテナンス事業 愛荘町 橋梁長寿命化修繕計画 18 別紙参照

道路メンテナンス事業 甲良町 橋梁長寿命化修繕計画 19 別紙参照



令和４年度　箇所表 別紙

※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成
滋賀県

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

滋賀県橋梁長寿命化修繕計画
滋賀県 東近江市 雨降野今在家八日市線 F橋側道橋 橋梁 修繕
滋賀県 多賀町 一般県道甲良多賀線 中川原橋 橋梁 修繕
滋賀県 竜王町 一般県道小口川守線 竜王橋側道橋 橋梁 修繕
滋賀県 彦根市 一般県道新海上稲葉線 新海橋 橋梁 修繕
滋賀県 東近江市 一般県道中里山上日野線 H橋 橋梁 修繕
滋賀県 東近江市 一般県道中里山上日野線 P橋 橋梁 修繕
滋賀県 東近江市 一般県道中里山上日野線 柳立橋 橋梁 修繕
滋賀県 長浜市 一般県道速水片山線 山本大橋 橋梁 修繕
滋賀県 彦根市 一般県道彦根米原線 矢倉川橋 橋梁 修繕
滋賀県 彦根市 一般県道彦根港彦根停車場線 百間橋 橋梁 修繕
滋賀県 日野町 一般県道日野徳原線 園城橋 橋梁 修繕
滋賀県 日野町 国道307号 上迫橋 橋梁 修繕
滋賀県 長浜市 主要地方道木之本長浜線 六丁大橋 橋梁 修繕
滋賀県 東近江市 主要地方道土山蒲生近江八幡線 無名橋 橋梁 修繕
滋賀県 長浜市 主要地方道木之本長浜線 熊野橋 橋梁 修繕
滋賀県 長浜市 主要地方道木之本長浜線 無名橋 橋梁 修繕
滋賀県 東近江市 一般県道 相谷原杣線 紅葉橋 橋梁 修繕
滋賀県 長浜市 一般県道大浦沓掛線 谷海橋 橋梁 修繕
滋賀県 長浜市 一般県道川合千田線 井明神橋 橋梁 修繕
滋賀県 長浜市 一般県道杉本余呉線 大宮橋 橋梁 修繕
滋賀県 彦根市 一般県道水谷彦根線 井堰橋 橋梁 修繕
滋賀県 彦根市 一般県道水谷彦根線 井堰橋側道橋 橋梁 修繕
滋賀県 彦根市 一般県道三津屋野口線 無名橋 橋梁 修繕
滋賀県 竜王町 一般県道綾戸東川線 無名橋1号(□） 橋梁 修繕
滋賀県 甲賀市 一般県道鮎河猪ノ鼻線 山中川橋 橋梁 修繕
滋賀県 甲賀市 一般県道鮎河猪ノ鼻線 床鍋橋 橋梁 修繕
滋賀県 甲賀市 一般県道鮎河猪ノ鼻線 上ノ平橋 橋梁 修繕
滋賀県 近江八幡市 一般県道安土西生来線 上豊浦跨線橋 橋梁 修繕
滋賀県 長浜市 一般県道安養寺虎姫線 賀村橋 橋梁 修繕
滋賀県 東近江市 一般県道雨降野今在家八日市線 御河辺橋 橋梁 修繕
滋賀県 東近江市 一般県道横溝秦荘線 北浦橋 橋梁 修繕
滋賀県 米原市 一般県道山東伊吹線 政所川橋 橋梁 修繕
滋賀県 長浜市 一般県道小室大路線 湯田橋（旧） 橋梁 修繕
滋賀県 長浜市 一般県道中河内木之本線 無名橋2 橋梁 修繕
滋賀県 長浜市 一般県道中河内木之本線 佐惣平橋 橋梁 修繕
滋賀県 草津市 一般県道南郷桐生草津線 桐生口橋 橋梁 修繕
滋賀県 彦根市 一般県道彦根環状線 福満跨線橋 橋梁 修繕
滋賀県 米原市 一般県道彦根米原線 米原跨線橋 橋梁 修繕
滋賀県 高島市 一般県道麻生古屋梅ノ木線 天神橋 橋梁 修繕
滋賀県 高島市 一般県道麻生古屋梅ノ木線 大平田橋 橋梁 修繕
滋賀県 高島市 一般県道麻生古屋梅ノ木線 禿尻橋 橋梁 修繕
滋賀県 長浜市 国道303号 阿蘇谷橋 橋梁 修繕
滋賀県 長浜市 国道303号 新川合橋 橋梁 修繕
滋賀県 長浜市 国道303号 八田部川橋 橋梁 修繕
滋賀県 長浜市 国道303号 無名橋8 橋梁 修繕
滋賀県 長浜市 国道303号 無名橋6 橋梁 修繕
滋賀県 甲賀市 国道307号 紫香楽橋 橋梁 修繕
滋賀県 東近江市 国道307号 春日橋 橋梁 修繕
滋賀県 東近江市 国道307号 北川橋 橋梁 修繕
滋賀県 長浜市 国道365号 阿弥陀橋 橋梁 修繕
滋賀県 長浜市 国道365号 柳ヶ瀬橋 橋梁 修繕
滋賀県 長浜市 国道365号 黒田大橋 橋梁 修繕
滋賀県 長浜市 国道365号 野村橋(旧) 橋梁 修繕
滋賀県 大津市 国道367号 月の木橋 橋梁 修繕
滋賀県 大津市 国道367号 坂下橋 橋梁 修繕
滋賀県 東近江市 国道421号 黒谷橋 橋梁 修繕
滋賀県 東近江市 国道421号 端ケ谷橋 橋梁 修繕
滋賀県 大津市 国道422号 鹿跳橋 橋梁 修繕
滋賀県 大津市 国道422号 鹿跳橋歩道橋 橋梁 修繕
滋賀県 大津市 国道422号 月見橋 橋梁 修繕
滋賀県 守山市 国道477号 幸浜大橋 橋梁 修繕
滋賀県 守山市 国道477号 小宮橋（歩道橋） 橋梁 修繕
滋賀県 竜王町 国道477号 無名橋(□） 橋梁 修繕
滋賀県 守山市 国道477号 無名橋44号側道橋 橋梁 修繕
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滋賀県 守山市 国道477号 無名橋6号（ﾎﾞｯｸｽ） 橋梁 修繕
滋賀県 日野町 桜川西竜王線 宮上橋 橋梁 修繕
滋賀県 大津市 主要地方道下鴨大津線 叡麓橋 橋梁 修繕
滋賀県 近江八幡市 主要地方道近江八幡守山線 桐原橋 橋梁 修繕
滋賀県 守山市 主要地方道近江八幡守山線 新庄大橋 橋梁 修繕
滋賀県 甲賀市 主要地方道栗東信楽線 大象橋 橋梁 修繕
滋賀県 米原市 主要地方道山東本巣線 瀬戸谷１号橋 橋梁 修繕
滋賀県 栗東市 主要地方道上砥山上鈎線 新葉山川橋 橋梁 修繕
滋賀県 甲賀市 主要地方道草津伊賀線 ふじが谷橋 橋梁 修繕
滋賀県 甲賀市 主要地方道草津伊賀線 新荒川橋 橋梁 修繕
滋賀県 東近江市 主要地方道多賀永源寺線 安場橋 橋梁 修繕
滋賀県 近江八幡市 主要地方道多賀永源寺線 紅葉橋 橋梁 修繕
滋賀県 東近江市 主要地方道多賀永源寺線 三條橋 橋梁 修繕
滋賀県 近江八幡市 主要地方道大津守山近江八幡線 金田跨線橋 橋梁 修繕
滋賀県 大津市 主要地方道大津南郷宇治線 里中橋 橋梁 修繕
滋賀県 彦根市 主要地方道大津能登川長浜線 大山橋 橋梁 修繕
滋賀県 長浜市 主要地方道大津能登川長浜線 北川橋 橋梁 修繕
滋賀県 米原市 主要地方道大津能登川長浜線 寺川橋 橋梁 修繕
滋賀県 長浜市 主要地方道大津能登川長浜線 友橋川橋 橋梁 修繕
滋賀県 栗東市 主要地方道大津能登川長浜線 花園橋 橋梁 修繕
滋賀県 野洲市 主要地方道大津能登川長浜線 近江富士大橋 橋梁 修繕
滋賀県 大津市 主要地方道大津能登川長浜線 瀬田唐橋 橋梁 修繕
滋賀県 大津市 主要地方道大津能登川長浜線 瀬田唐橋小橋 橋梁 修繕
滋賀県 彦根市 主要地方道大津能登川長浜線 南青柳橋 橋梁 修繕
滋賀県 野洲市 主要地方道大津能登川長浜線 無名橋第７号 橋梁 修繕
滋賀県 東近江市 主要地方道彦根近江八幡線 愛知川橋 橋梁 修繕
滋賀県 湖南市 主要地方道彦根八日市甲西線 横田橋 橋梁 修繕
滋賀県 湖南市 主要地方道彦根八日市甲西線 横田橋側道橋(上) 橋梁 修繕
滋賀県 湖南市 主要地方道彦根八日市甲西線 茶釜川橋 橋梁 修繕
滋賀県 高島市 一般県道五番領安井川線 常安橋 橋梁 更新
滋賀県 長浜市 一般県道丁野虎姫長浜線 大井橋 橋梁 撤去
滋賀県 点検計画

滋賀県トンネル長寿命化修繕計画
滋賀県 米原市 一般県道大野木志賀谷長浜線 新横山トンネル トンネル 修繕
滋賀県 東近江市 国道421号 石榑トンネル トンネル 修繕
滋賀県 甲賀市 国道307号 裏白トンネル（１号） トンネル 修繕
滋賀県 甲賀市 国道307号 裏白トンネル（２号） トンネル 修繕
滋賀県 東近江市 国道421号 相谷第一トンネル トンネル 修繕
滋賀県 湖南市 主要地方道草津伊賀線 三雲トンネル トンネル 修繕
滋賀県 東近江市 主要地方道多賀永源寺線 箕川トンネル トンネル 修繕

滋賀県道路附属物等長寿命化修繕計画
滋賀県 草津市 一般県道山田草津線 込田歩道橋 道路附属物等 修繕
滋賀県 東近江市 主要地方道大津能登川長浜線 今歩道橋 道路附属物等 修繕
滋賀県 甲賀市 国道307号 三代出歩道橋 道路附属物等 修繕
滋賀県 甲賀市 国道477号 １号ロックシェッド 道路附属物等 修繕
滋賀県 甲賀市 国道477号 ２号ロックシェッド 道路附属物等 修繕
滋賀県 草津市 主要地方道大津草津線 野路歩道橋 道路附属物等 修繕
滋賀県 大津市 主要地方道下鴨大津線 近江神宮前歩道橋 道路附属物等 修繕
滋賀県 草津市 主要地方道草津守山線 木川横断歩道橋 道路附属物等 修繕
滋賀県 長浜市 主要地方道大津能登川長浜線 港町横断歩道橋 道路附属物等 修繕
滋賀県 草津市 主要地方道平野草津線 玉川歩道橋 道路附属物等 修繕

大津市橋梁長寿命化修繕計画
大津市 大津市 幹1035 大谷１号橋 橋梁 修繕
大津市 大津市 幹1044 平田７号橋 橋梁 修繕
大津市 大津市 幹1066 曽根２号橋 橋梁 修繕
大津市 大津市 幹2005 佐川橋 橋梁 修繕
大津市 大津市 幹2119 大宮川橋 橋梁 修繕
大津市 大津市 中2003 上野２号橋 橋梁 修繕
大津市 大津市 中2303 観音寺４号橋 橋梁 修繕
大津市 大津市 東0501 久保田１号橋 橋梁 修繕
大津市 大津市 東0841 富川橋 橋梁 修繕
大津市 大津市 東2304 第二神領橋 橋梁 修繕
大津市 大津市 南2426 南田１号橋 橋梁 修繕
大津市 大津市 南3259 大平山橋 橋梁 修繕
大津市 大津市 南3631 上山１２号橋 橋梁 修繕
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大津市 大津市 南4403 中川原１号橋 橋梁 修繕
大津市 大津市 北0012 三宝橋 橋梁 修繕
大津市 大津市 北0014 木戸口橋 橋梁 修繕
大津市 大津市 北0102 東出１号橋 橋梁 修繕
大津市 大津市 北0109 １号無名橋107 橋梁 修繕
大津市 大津市 北1143 日出１号橋 橋梁 修繕
大津市 大津市 北6079 無名橋178 橋梁 修繕
大津市 大津市 北6103 苗田線支線橋 橋梁 修繕
大津市 大津市 北7035 無名橋１号 橋梁 修繕
大津市 点検計画

大津市道路附属物等長寿命化修繕計画
大津市 大津市 中2626 歩道橋 道路附属物等 修繕

彦根市橋梁長寿命化修繕計画
彦根市 彦根市 東沼波町願光寺・梨子木線 無名橋142 橋梁 修繕
彦根市 彦根市 開出今・宇尾線 今橋 橋梁 修繕
彦根市 彦根市 芹町・沼波線 上芹橋 橋梁 修繕
彦根市 彦根市 西今町九文目・神ノ木線 無名橋345 橋梁 修繕
彦根市 彦根市 西沼波野田山線 無名橋42 橋梁 修繕
彦根市 彦根市 大藪東・大藪団地線 無名橋285 橋梁 修繕
彦根市 彦根市 中藪・大藪団地線 中藪橋 橋梁 修繕
彦根市 彦根市 柳川田附線 大橋 橋梁 修繕
彦根市 点検計画

長浜市橋梁長寿命化修繕計画
長浜市 長浜市 雨森高野線 雨之森橋 橋梁 修繕
長浜市 長浜市 大見線 大宮橋 橋梁 修繕
長浜市 長浜市 奥川並線 田戸橋 橋梁 修繕
長浜市 長浜市 おで川線 無名橋(9047) 橋梁 修繕
長浜市 長浜市 鍛冶屋地内３号線 嵯峨山橋 橋梁 修繕
長浜市 長浜市 川合川西１号線 北川橋 橋梁 修繕
長浜市 長浜市 北船列見線 南日吉橋 橋梁 修繕
長浜市 長浜市 木之本廣瀬赤川線 無名橋(7041) 橋梁 修繕
長浜市 長浜市 口分田国友線 無名橋(1043) 橋梁 修繕
長浜市 長浜市 三和南船線 川久保橋 橋梁 修繕
長浜市 長浜市 下坂中下之郷線 寺前橋 橋梁 修繕
長浜市 長浜市 下之郷東南北２号線 無名橋(1013) 橋梁 修繕
長浜市 長浜市 下益田中心線 無名橋(3025) 橋梁 修繕
長浜市 長浜市 新川線 橋本橋 橋梁 修繕
長浜市 長浜市 神前東公園線 米川橋 橋梁 修繕
長浜市 長浜市 須賀谷地内３号線 須賀谷３号橋 橋梁 修繕
長浜市 長浜市 相撲南北１号線 無名橋(1189) 橋梁 修繕
長浜市 長浜市 相撲庭地内１号線 三谷尻３号橋 橋梁 修繕
長浜市 長浜市 曽根長浜線 無名橋(3066) 橋梁 修繕
長浜市 長浜市 高田神照線 無名橋(1194) 橋梁 修繕
長浜市 長浜市 高山地内３号線 千石谷１号橋 橋梁 修繕
長浜市 長浜市 留目６号線 堂前橋 橋梁 修繕
長浜市 長浜市 西村地内１号線 無名橋(2013) 橋梁 修繕
長浜市 長浜市 東尾上石川線 野田橋 橋梁 修繕
長浜市 長浜市 平方西本線 日の出橋 橋梁 修繕
長浜市 長浜市 布勢加田今１号線 中島橋 橋梁 修繕
長浜市 長浜市 益田安養寺線 益田橋 橋梁 修繕
長浜市 長浜市 益田安養寺線 無名橋(3018) 橋梁 修繕
長浜市 長浜市 益田湖岸線 無名橋(3029) 橋梁 修繕
長浜市 長浜市 益田堂建線 五号橋 橋梁 修繕
長浜市 長浜市 三田地内４号線 三田７号橋 橋梁 修繕
長浜市 長浜市 八島・田川線 八島２号橋 橋梁 修繕
長浜市 長浜市 柳栄船線 中田橋 橋梁 修繕
長浜市 長浜市 山之前・田川線 山之前橋 橋梁 修繕
長浜市 長浜市 米川南北線 稲荷橋 橋梁 修繕
長浜市 点検計画

近江八幡市橋梁長寿命化修繕計画
近江八幡市 近江八幡市 市道中村大房線 昭和橋 橋梁 修繕
近江八幡市 近江八幡市 区整南1条線 日吉野東橋 橋梁 修繕
近江八幡市 点検計画

近江八幡市トンネル長寿命化修繕計画
近江八幡市 近江八幡市 市道竜王近江八幡八日市線 雪野山トンネル トンネル 修繕



令和４年度　箇所表 別紙

※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成
滋賀県

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

草津市橋梁長寿命化修繕計画
草津市 草津市 市道長束2号線 大蔵１号橋 橋梁 修繕
草津市 草津市 市道野路南笠線 大ノ口１号橋 橋梁 修繕
草津市 草津市 市道芦浦1号線 広１号橋 橋梁 修繕
草津市 草津市 市道上笠野村線 坊ノ後１号橋 橋梁 修繕
草津市 草津市 市道上寺18号線 鯰尾１号橋 橋梁 修繕
草津市 草津市 市道馬場若草線 南山田１号橋 橋梁 修繕
草津市 草津市 市道馬場若草線 南山田２号橋 橋梁 修繕
草津市 草津市 市道平井9号線 平井第１橋 橋梁 修繕
草津市 草津市 市道木川川原線 新田第１橋 橋梁 更新
草津市 点検計画

草津市道路附属物等長寿命化修繕計画
草津市 草津市 市道草津駅東西線 草津駅東西線カルバート 道路附属物等 修繕

守山市橋梁長寿命化修繕計画
守山市 守山市 阿比留１号線 阿比留１号線１号橋 橋梁 修繕
守山市 守山市 駅前通り線 駅前通り線２号橋 橋梁 修繕
守山市 守山市 駅前通り線 駅前通り線１号橋 橋梁 修繕
守山市 守山市 木浜線 神田橋 橋梁 修繕
守山市 守山市 立田木浜線 長出橋 橋梁 修繕
守山市 点検計画

栗東市橋梁長寿命化修繕計画
栗東市 栗東市 葉山南線 葉山南線2号橋 橋梁 修繕
栗東市 栗東市 葉山団地5号線 葉山団地5号線3号橋 橋梁 修繕
栗東市 点検計画

甲賀市橋梁長寿命化修繕計画
甲賀市 甲賀市 杣川大橋線 杣川大橋 橋梁 修繕
甲賀市 甲賀市 新町・貴生川幹線 内貴橋 橋梁 更新
甲賀市 点検計画

野洲市橋梁長寿命化修繕計画
野洲市 野洲市 長島線 長島線１号橋 橋梁 修繕
野洲市 野洲市 南北桜支線 南北桜支線１号橋 橋梁 修繕
野洲市 野洲市 比留田里西五条線 比留田里西五条線4号橋 橋梁 修繕
野洲市 点検計画

野洲市道路附属物等長寿命化修繕計画
野洲市 野洲市 市三宅妙光寺線 市道市三宅妙光寺線アンダーパス 道路附属物等 修繕
野洲市 野洲市 辻町小比江線 市道辻町小比比江線アンダーパス 道路附属物等 修繕

湖南市橋梁長寿命化修繕計画
湖南市 湖南市 八重谷跨道橋線 八重谷跨道橋 橋梁 撤去

高島市橋梁長寿命化修繕計画
高島市 高島市 市道下弘部饗庭野線 無名橋１号 橋梁 修繕
高島市 点検計画

東近江市橋梁長寿命化修繕計画
東近江市 東近江市 市道河曲和田線 共栄橋 橋梁 修繕
東近江市 東近江市 市道尻無2号線 堀の内橋 橋梁 修繕
東近江市 点検計画

東近江市トンネル長寿命化修繕計画
東近江市 東近江市 市道竜王近江八幡八日市線 雪野山トンネル トンネル 修繕

米原市橋梁長寿命化修繕計画
米原市 米原市 市道井之口工業団地線 井之口工業団地線３号橋 橋梁 修繕
米原市 米原市 市道小泉上板並線 板名古橋 橋梁 修繕
米原市 米原市 市道清滝道線 清滝道線1号橋 橋梁 修繕
米原市 米原市 市道清滝道線 清滝道線２号橋 橋梁 修繕
米原市 米原市 市道醒井一色線 丸山橋 橋梁 修繕
米原市 米原市 市道醒井一色線 大橋２号橋 橋梁 修繕
米原市 米原市 市道昭和道線 昭和橋 橋梁 更新
米原市 点検計画

日野町橋梁長寿命化修繕計画
日野町 日野町 旧別所橋線 別所橋 橋梁 修繕
日野町 日野町 石原鳥居平線 広域跨線橋 橋梁 修繕
日野町 日野町 牧野野神線 無名橋91(五郎津橋) 橋梁 修繕
日野町 点検計画

竜王町橋梁長寿命化修繕計画
竜王町 竜王町 山中出口雁戸線 岳川橋（１号橋） 橋梁 修繕

愛荘町橋梁長寿命化修繕計画
愛荘町 愛荘町 町道常安寺目加田線 中古橋 橋梁 修繕



令和４年度　箇所表 別紙

※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成
滋賀県

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

愛荘町 点検計画
甲良町橋梁長寿命化修繕計画

甲良町 点検計画



令和４年度　地方創生道整備推進交付金（市町村道）　箇所表

所　　　管：国土交通省 ※市町村名は令和４年３月１日現在で作成

都道府県名：滋賀県 単位：百万円

高島の林業と観光をつなぐ、山・湖（うみ）の道整備計画 高島市 15

いつまでも住み続けたくなるまちづくり計画 栗東市 290

　小　計 305

※地方創生道整備推進交付金については、国は地域再生計画毎に予算を配分し、個別路線については地方自治体において自由に設定します。

地域再生計画の名称
事業箇所

（市町村名）
国費 備　　考



滋 賀 県

水管理・国土保全局



令和４年度当初予算　河川事業（直轄・滋賀県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

淀川 瀬田川 一般河川改修事業 363　 大津市
おおつし

淀川 野洲川 一般河川改修事業 193　 守山市
もりやまし

淀川 総合水系環境整備事業 601　

≪滋賀県
　し　 が けん

≫守山市
もり やま  し

、栗東市
りっ  とう  し

≪京都府
きょう と  ふ

≫京都市
きょう と  し

、井手町
 い   で ちょう

、木津川市
  き   づ  がわ し

、和束町
  わづかちょう

≪大阪府
 おおさか ふ

≫大阪市
おおさか  し

、高槻市
たかつき  し

、寝屋川市
  ね  や  がわ し

、池田市
いけ だ   し

、豊中市
 とよ なか し

≪兵庫県
ひょう ご けん

≫川西市
 かわにし  し

、伊丹市
  い たみ  し

、尼崎市
あまがさきし

≪三重県
  み  え  けん

≫名張市
  な  ばり 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。



令和４年度当初予算　河川事業（補助・滋賀県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

淀川 青井川 大規模特定河川事業 40　 高島市
たかしま し

淀川 姉川、高時川 大規模特定河川事業 400　 長浜市
ながはまし

淀川 日野川 大規模特定河川事業 100　 近江八幡市
お うみはちま ん し

淀川 山賀川 大規模特定河川事業 140　 守山市
も りや ま し



滋賀県

　直轄ダム事業
（単位：百万円）

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備考

以下の金額は工事諸費等を含めたもの

河川総合開発事業 淀川大戸川ダム 1,523 1,737

水資源開発事業 淀川丹生ダム 279 509

（注）淀川丹生ダムは、ダム事業の検証を行い、平成２８年７月に中止の対応方針を決定しているが、事業廃止に伴い追加的に必要となる工事に係る費用を計上している。



令和４年度当初予算　ダムメンテナンス事業（補助・滋賀県）

（単位：百万円）

事業種別 市町村名 事業費 備　　　　　考

ダムメンテナンス事業 高島市、東近江市、米原市、長浜市、日野町 129 個別施設については、別紙参照

※事業費は利水者負担金を除いたものである。



令和４年度当初予算　ダムメンテナンス事業（補助・滋賀県）

別　　　紙

実施主体 市町村名 水系名 河川名 ダム名

高島市 淀川 石田川 石田川ダム

東近江市 淀川 宇曾川 宇曾川ダム

米原市 淀川 姉川 姉川ダム

長浜市 淀川 余呉川 余呉湖ダム

日野町 淀川 日野川 日野川ダム

滋賀県



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 よどがわ えのきがわしりゅう こなんし しょうふくじ さぼうえんていこう

砂防等事業 淀川 榎川支流 湖南市 正福寺 砂防堰堤工 40
よどがわ なかてがわ こうかし しがらきちょうおがわ さぼうえんていこう

淀川 中手川 甲賀市 信楽町小川 砂防堰堤工 10
よどがわ みねあげたにがわ ながはまし かじやちょう さぼうえんていこう

淀川 嶺上谷川 長浜市 鍛冶屋町 砂防堰堤工 26
よどがわ はただに たかしまし くつきとちゅう さぼうえんていこう

淀川 畑谷 高島市 朽木栃生 砂防堰堤工 30

４箇所 106合計

令和４年度　当初予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（滋賀県　1/4）

所在地事業区分 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）

事業間連携 かわない いぬかみぐん たがちょう かわない ようへきこう

砂防等事業 川相 犬上郡 多賀町 川相 擁壁工 10
おじがはたに いぬかみぐん たがちょう おじがはた ようへきこう

大君ケ畑２ 犬上郡 多賀町 大君ケ畑 擁壁工 38

２箇所 48
※急傾斜の事業費は補助基本額である

合計

令和４年度　当初予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（滋賀県　2/4）

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）

砂防メンテナンス すがうらちく　ほか ながはまし　ほか にしあざいちょうすがうら　ほか ろうきゅうかたいさく

事業 菅浦地区　外 長浜市　外 西浅井町菅浦　外 老朽化対策 329

１箇所 329
※急傾斜の事業費は補助基本額である

合計

令和４年度　当初予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（滋賀県　3/4）

事業区分 水系名
渓流名
箇所名

所在地



※計画策定のみの箇所は記載していない

施設名 構造物種別 事業種別

おおつし やながわ　ほか やながわさぼうえんてい　とう

滋賀県 大津市 柳川　外 柳川砂防堰堤　等 砂防堰堤工　等 修繕　等
やすし あらかわ　ほか あらかわけいりゅうほぜんこう　とう

野洲市 荒川　外 荒川渓流保全工　等 渓流保全工　等 修繕　等
こうかし くろたきちく　ほか くろたきちくきゅうけいしゃちほうかいぼうししせつ　とう

甲賀市 黒滝地区　外 黒滝地区急傾斜地崩壊防止施設　等 擁壁工　等 修繕　等
まいばらし いたなこがわ　ほか いたなこがわさぼうえんてい　とう

米原市 板名古川　外 板名古川砂防堰堤　等 砂防堰堤工　等 改築　等
ながはまし すがうらちく　ほか すがうらちくきゅうけいしゃちほうかいぼうししせつ　とう

長浜市 菅浦地区　外 菅浦地区急傾斜地崩壊防止施設　等 擁壁工　等 改築　等
たかしまし いまかわ　ほか いまかわさぼうえんてい　とう

高島市 今川　外 今川砂防堰堤　等 砂防堰堤工　等 改築　等
ひのちょう しもこまつきちく　ほか しもこまつきちくきゅうけいしゃちほうかいぼうししせつ　とう

日野町 下駒月地区　外 下駒月地区急傾斜地崩壊防止施設　等 擁壁工　等 修繕　等
たがちょう いもじがわ　ほか いもじがわさぼうえんてい　とう

多賀町 芋次川　外 芋次川砂防堰堤　等 砂防堰堤工　等 改築　等
こなんし おおやまがわ　ほか おおやまがわさぼうえんてい　とう

湖南市 大山川　外 大山川砂防堰堤　等 砂防堰堤工　等 修繕　等
おうみはちまんし しらおちく　ほか しらおちくきゅうけいしゃちほうかいぼうししせつ　とう

近江八幡市 白王地区　外 白王地区急傾斜地崩壊防止施設　等 擁壁工　等 改築　等

令和４年度　当初予算　砂防メンテナンス事業箇所表（滋賀県　4/4）

事業主体名 市町村名
渓流名
箇所名



令和４年度当初予算　下水道事業

都道府県名：滋賀県 （単位：千円）

湖南中部浄化センター下水汚泥燃料
化事業

滋賀県 下水道脱炭素化推進事業 70,000 35,000

事業名 事業主体 事業種別 事業費 国費

計 70,000 35,000



滋　賀　県

都市局



令和４年度　当初予算配分

一般会計　（組織）国土交通本省　 滋賀県

（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 摘　　要

158,600

彦根市 彦根市 継続 南彦根駅周辺地区 1/2 79,300

1/2, 476,842

彦根市 彦根市 継続 彦根駅周辺地区 4.5/10 226,500

1,927,200

草津市 草津市 継続 草津駅周辺都市機能誘導区域地区 1/2 963,600

1/2, 400,211

草津市 草津市 新規 草津川跡地（区間６）周辺地区 4.5/10 190,100

54,200

守山市 守山市 継続 守山市南部（第２期）地区 1/2 27,100

18,400

甲賀市 甲賀市 新規 甲南駅周辺地区（第二期） 1/2 9,200

409,800

野洲市 野洲市 新規 野洲駅周辺地区(第2期) 1/2 204,900

64,000

東近江市 東近江市 継続 東近江市八日市駅前地区 1/2 32,000

3,509,253

合計 1,732,700

内示額について、下段を国費とする。



令和４年度　当初予算配分

一般会計　（組織）国土交通本省　 滋賀県

（項）都市再生・地域再生整備事業費　　（目）都市再生推進事業費補助　（目細）都市再生推進事業費補助 （単位：千円）

事業 継続

都市名 主体 新規 箇　所　名 補助率 内示額 摘　　要

20,000

東近江市 民間事業者 新規 東近江市八日市駅前地区 1/2 10,000 まちなかウォーカブル推進事業

20,000

合計 10,000

内示額について、下段を国費とする。



令和４年度

街路交通調査 滋賀県
（単位：千円）

（ 15,300 ）
5,100

計 （ 15,300 ）
5,100

備考 １：上段（　）書は事業費
　　 ２：補助金名は街路交通調査費補助
　　 ３：国の歳出予算の(項)は地域連携道路事業費､(目)は道路調査費補助､(目の細分)は街路交通調査費補助

国庫補助額 摘要

街路交通調査費補助(総
合都市交通体系調査)

近畿圏 県 継 1/3
近畿圏総合都市交通
体系調査

整理
番号

事業名 都市名
事業
主体

継/新 補助率



令和４年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:滋賀県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業主体 事業費 備考

補助事業

踏切道改良計画事業 近江八幡市 近江八幡街道踏切道 近江八幡市 20

踏切道改良計画事業 野洲市 甲賀踏切道 野洲市 185



令和４年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:滋賀県 (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 滋賀県 滋賀県無電柱化推進計画事業 82
(一)彦根米原線(松原町工区)〔彦根市〕、(一)彦根港彦
根停車場線(元町工区)〔彦根市〕、(都)原松原線外1線
(松原工区)〔彦根市〕



令和４年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成 

所　　管：国土交通省

都道府県名:滋賀県 (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

交通安全対策（通学路緊急対策） 滋賀県 滋賀県通学路緊急対策推進計画 1,274

伊香立小学校、堅田小学校、田上小学校、南郷小学
校、塩津小学校、神照小学校、桐原小学校、金田小
学校、志津南小学校、老上西小学校、河西小学校、
守山小学校、貴生川小学校、甲南第一小学校、甲賀
市立大原小学校、油日小学校、北野小学校、菩提寺
北小学校、今津東小学校、能登川西小学校、能登川
東小学校、八日市北小学校、米原市立大原小学校、
竜王小学校、竜王西小学校、愛知川小学校、秦荘東
小学校、多賀小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 大津市 滋賀県大津市通学路緊急対策推進計画 480

仰木の里東小学校、堅田小学校、坂本小学校、小野
小学校、真野小学校、真野北小学校、瀬田小学校、
瀬田東小学校、青山小学校、膳所小学校、中央小学
校、長等小学校、藤尾小学校、平野小学校、雄琴小
学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 彦根市 滋賀県彦根市通学路緊急対策推進計画 200 城東小学校、城北小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 近江八幡市 滋賀県近江八幡市通学路緊急対策推進計画 15
桐原東小学校、金田小学校、馬淵小学校、八幡小学
校、武佐小学校、老蘇小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 守山市 滋賀県守山市通学路緊急対策推進計画 371
河西小学校、吉身小学校、玉津小学校、守山小学
校、小津小学校、物部小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 栗東市 滋賀県栗東市通学路緊急対策推進計画 74
治田東小学校、大宝小学校、大宝東小学校、葉山小
学校、葉山東小学校



令和４年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成 

所　　管：国土交通省

都道府県名:滋賀県 (単位: 百万円) 

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

交通安全対策（通学路緊急対策） 甲賀市 滋賀県甲賀市通学路緊急対策推進計画 64

綾野小学校、雲井小学校、希望ヶ丘小学校、貴生川
小学校、甲南第一小学校、甲南第二小学校、甲南中
部小学校、小原小学校、水口小学校、多羅尾小学
校、大野小学校、朝宮小学校、土山小学校、柏木小
学校、伴谷小学校、伴谷東小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 野洲市 滋賀県野洲市通学路緊急対策推進計画 18
祇王小学校、三上小学校、篠原小学校、中主小学
校、北野小学校、野洲小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 湖南市 滋賀県湖南市通学路緊急対策推進計画 4 三雲小学校、石部南小学校、菩提寺北小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 高島市 滋賀県高島市通学路緊急対策推進計画 1 今津東小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 東近江市 滋賀県東近江市通学路緊急対策推進計画 22 玉緒小学校、五個荘小学校、能登川西小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 米原市 滋賀県米原市通学路緊急対策推進計画 44
坂田小学校、春照小学校、息長小学校、大原小学
校、米原小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 日野町 滋賀県日野町通学路緊急対策推進計画 70 必佐小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 竜王町 滋賀県竜王町通学路緊急対策推進計画 2 竜王小学校、竜王西小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 愛荘町 滋賀県愛荘町通学路緊急対策推進計画 98 愛知川東小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 多賀町 滋賀県多賀町通学路緊急対策推進計画 2 多賀小学校



令和４年度　当初予算　箇所表 参 考

※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成 

都道府県名:滋賀県

整備計画名 要素事業名 市町村名 事業主体

一般国道422号　南郷五丁目工区 大津市 滋賀県

一般国道477号　伊香立途中工区 大津市 滋賀県

（一）南郷桐生草津線　里工区 大津市 滋賀県

（都）本堅田衣川線 大津市 滋賀県

一般国道303号　岩熊工区 長浜市 滋賀県

（一）丁野虎姫長浜線　北新町工区 長浜市 滋賀県

（主）大津能登川長浜線　西庄工区 近江八幡市 滋賀県

（一）大房東横関線　若宮工区 近江八幡市 滋賀県

（主）大津草津線　矢橋中央交差点工区 草津市 滋賀県

（主）大津能登川長浜線　若草工区 草津市 滋賀県

（主）草津守山線　播磨田工区 守山市 滋賀県

（都）片岡栗東線　千代・勝部工区 守山市 滋賀県

（主）甲賀土山線　鳥居野工区 甲賀市 滋賀県

（主）草津伊賀線　三大寺工区 甲賀市 滋賀県

（主）東湯舟甲賀線　高嶺和田工区 甲賀市 滋賀県

（一）杉谷嶬峨線　深川・稗谷工区 甲賀市 滋賀県

（一）木部野洲線　久野部工区 野洲市 滋賀県

（主）竜王石部線　菩提寺工区 湖南市 滋賀県

一般国道303号　弘川藺生工区 高島市 滋賀県

（主）栗見八日市線　建部日吉工区 東近江市 滋賀県

（主）大津能登川長浜線　今工区 東近江市 滋賀県

（都）近江八幡能登川線　能登川工区 東近江市 滋賀県

（一）間田長浜線　本市場工区 米原市 滋賀県

一般国道477号　西横関工区 竜王町 滋賀県

（一）水口竜王線 竜王町 滋賀県

（主）湖東愛知川線　市・沓掛工区 愛荘町 滋賀県

（主）彦根八日市甲西線　安孫子工区 愛荘町 滋賀県

一般国道306号　多賀工区 多賀町 滋賀県

（市）幹1002号線 大津市 大津市

（市）幹1007号線 大津市 大津市

（市）幹1022号線 大津市 大津市

（市）幹1033号線 大津市 大津市

（市）幹1050号線 大津市 大津市

（市）幹1059号線 大津市 大津市

（市）幹1064号線 大津市 大津市

（市）幹1072号線 大津市 大津市

（市）幹1076号線 大津市 大津市

（市）幹1104号線 大津市 大津市

（市）幹2142号線 大津市 大津市

（市）幹2156号線 大津市 大津市

（市）中0502号線 大津市 大津市

（市）中2609号線 大津市 大津市

（市）中3201号線 大津市 大津市

（市）南0240号線 大津市 大津市

（市）南0303号線 大津市 大津市

（市）北1013号線 大津市 大津市

（市）北2307号線 大津市 大津市

（都）馬場皇子が丘線　北国町工区 大津市 大津市

（都）比叡辻日吉線 大津市 大津市

（都）本堅田衣川線 大津市 大津市

（都）松原町大黒前鴨ノ巣線 彦根市 彦根市

（都）立花船町線 彦根市 彦根市

滋賀県近江八幡市通学路緊急対策推進計画 （市）老蘇内野線 近江八幡市 近江八幡市

滋賀県通学路緊急対策推進計画

滋賀県大津市通学路緊急対策推進計画

滋賀県彦根市通学路緊急対策推進計画



令和４年度　当初予算　箇所表 参 考

※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成 

都道府県名:滋賀県

整備計画名 要素事業名 市町村名 事業主体

（市）宮内生須線 近江八幡市 近江八幡市

（市）御所内1号線 近江八幡市 近江八幡市

（市）市の橋線 近江八幡市 近江八幡市

（市）上田出町線 近江八幡市 近江八幡市

（市）馬渕上畑線 近江八幡市 近江八幡市

（市）馬渕東横関線 近江八幡市 近江八幡市

（市）八幡山裾線 近江八幡市 近江八幡市

（市）堀上1号線 近江八幡市 近江八幡市

（市）野田東中線 近江八幡市 近江八幡市

（市）石田三宅横江線 守山市 守山市

（市）大林森川原線 守山市 守山市

（市）河西ニュータウン2号幹線 守山市 守山市

（市）吉身野洲線 守山市 守山市

（市）金森杉江線 守山市 守山市

（市）赤野井石田幹線 守山市 守山市

（市）大門横江線 守山市 守山市

（都）大門野尻線　2-1工区 守山市 守山市

（市）安養寺4号幹線　栗東工区1 栗東市 栗東市

（市）安養寺4号幹線　栗東工区2 栗東市 栗東市

（市）安養寺下戸山線　栗東工区1 栗東市 栗東市

（市）安養寺下戸山線　栗東工区2 栗東市 栗東市

（市）下戸山岡線　栗東工区 栗東市 栗東市

（市）栗東ﾆｭｰﾊｲﾂ中央幹線　栗東工区 栗東市 栗東市

（市）大橋1号幹線　栗東工区 栗東市 栗東市

（市）北中小路2号幹線　栗東工区 栗東市 栗東市

（都）大門野尻線　2-2工区（栗東工区） 栗東市 栗東市

（都）大門野尻線　3工区（栗東工区） 栗東市 栗東市

（市）希望ケ丘１号線 甲賀市 甲賀市

（市）寺庄線 甲賀市 甲賀市

（市）新町・貴生川幹線 甲賀市 甲賀市

（市）泉・北脇幹線 甲賀市 甲賀市

（市）北土山線 甲賀市 甲賀市

（市）野田中央線 甲賀市 甲賀市

（市）牛飼・宇川幹線 甲賀市 甲賀市

（市）春日・山幹線 甲賀市 甲賀市

（市）泉・西林口幹線 甲賀市 甲賀市

（市）下朝宮線 甲賀市 甲賀市

（市）春日・八田２号線 甲賀市 甲賀市

（市）新治杉谷線、（市）新治線 甲賀市 甲賀市

（市）新治線、（市）市道堂ノ本線 甲賀市 甲賀市

（市）新城・元町線 甲賀市 甲賀市

（市）水口・梅ノ木線 甲賀市 甲賀市

（市）西中野線 甲賀市 甲賀市

（市）多羅尾診療所前線 甲賀市 甲賀市

（市）大野片山東線 甲賀市 甲賀市

（市）第４水口台団地１号線　水口町山工区1 甲賀市 甲賀市

（市）第４水口台団地１号線　水口町山工区2 甲賀市 甲賀市

（市）第４水口台団地１号線　水口町山工区3 甲賀市 甲賀市

（市）池田大成団地２号線 甲賀市 甲賀市

（市）朝日が丘・水口線 甲賀市 甲賀市

（市）勅旨田代線 甲賀市 甲賀市

（市）頓宮地安寺線 甲賀市 甲賀市

（市）北土山墓地線 甲賀市 甲賀市

滋賀県守山市通学路緊急対策推進計画

滋賀県近江八幡市通学路緊急対策推進計画

滋賀県栗東市通学路緊急対策推進計画

滋賀県甲賀市通学路緊急対策推進計画



令和４年度　当初予算　箇所表 参 考

※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成 

都道府県名:滋賀県

整備計画名 要素事業名 市町村名 事業主体

（市）1号線　大篠原工区 野洲市 野洲市

（市）吉川港線　吉川工区 野洲市 野洲市

（市）久野部小南線支線　久野部工区 野洲市 野洲市

（市）五之里２号線　五之里工区 野洲市 野洲市

（市）御上神社住宅線　南桜工区 野洲市 野洲市

（市）三上市三宅線　小篠原工区 野洲市 野洲市

（市）小堤永原線　永原工区 野洲市 野洲市

（市）上屋西河原線　西河原工区 野洲市 野洲市

（市）西河原堤線　吉地工区 野洲市 野洲市

（市）双方線　小篠原工区 野洲市 野洲市

（市）沢町木の下線　小篠原工区 野洲市 野洲市

（市）広野八重谷線 湖南市 湖南市

（市）針東寺線 湖南市 湖南市

（市）長嶋荒堀線 湖南市 湖南市

（市）尾崎線 湖南市 湖南市

滋賀県高島市通学路緊急対策推進計画 （市）今津弘川線、（市）住吉線　今津工区 高島市 高島市

（市）宮荘清水鼻線 東近江市 東近江市

（市）妙法寺今堀線 東近江市 東近江市

（市）能登川・須田線 東近江市 東近江市

（市）顔戸能登瀬線　近江工区 米原市 米原市

（市）入江梅ヶ原線　米原工区 米原市 米原市

（市）板戸市場線　山東工区 米原市 米原市

（市）杉澤８号線　伊吹工区 米原市 米原市

（市）世継宇賀野線　近江工区 米原市 米原市

（市）入江明神丸葭線　米原工区 米原市 米原市

滋賀県日野町通学路緊急対策推進計画 （町）小御門十禅師線他　小御門内池工区 日野町 日野町

（町）鏡七里線　竜王西小学校工区 竜王町 竜王町

（町）小口八重谷線　竜王小学校工区 竜王町 竜王町

（町）林鵜川線　竜王小学校工区 竜王町 竜王町

滋賀県愛荘町通学路緊急対策推進計画 （町）愛知川栗田線　愛知川工区 愛荘町 愛荘町

（町）敏満寺本線　国道306号から尼子名神BOX 多賀町 多賀町

（町）多賀月之木線　五差路交差点付近 多賀町 多賀町

滋賀県竜王町通学路緊急対策推進計画

滋賀県多賀町通学路緊急対策推進計画

滋賀県野洲市通学路緊急対策推進計画

滋賀県湖南市通学路緊急対策推進計画

滋賀県東近江市通学路緊急対策推進計画

滋賀県米原市通学路緊急対策推進計画



滋 賀 県

住 宅 局



地域居住機能再生推進事業　実施計画（令和４年度　当初配分）

（単位：千円）

都道府県 滋賀県
地区名 事業名 事業費 備考

東近江市八日市地区 地域居住機能再生推進事業 197,383
197,383合計



空き家対策総合支援事業　実施計画（令和４年度　当初配分）

（単位：千円）

都道府県 滋賀県
地区名 事業名 事業費 備考

彦根市 空き家対策総合支援事業 9,582
長浜市 空き家対策総合支援事業 11,130
守山市 空き家対策総合支援事業 8,000
湖南市 空き家対策総合支援事業 4,800
高島市 空き家対策総合支援事業 67,274
東近江市 空き家対策総合支援事業 38,410
米原市 空き家対策総合支援事業 14,800
愛荘町 空き家対策総合支援事業 20,666
多賀町 空き家対策総合支援事業 2,500

177,162合計



地域防災拠点建築物整備緊急促進事業　実施計画（令和４年度　当初配分）

（単位：千円）

都道府県 滋賀県
地区名 事業名 事業費 備考

地域防災拠点建築物整備緊急促進事業 69,559
69,559合計
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令和４年度鉄道局関係予算配分概要 

 

区    分 

 

 

 

線   名   等 

 

 

 

事業費 

（百万円） 

 

【整備新幹線】 

 

 

整備新幹線整備事

業 

 

 

 

合計 

 

 

北海道新幹線（新函館北斗～札幌） 

北陸新幹線（金沢～敦賀） 

九州新幹線（武雄温泉～長崎） 

 

計 

240,000 

 

 

135,000 

93,000 

12,000 

 

240,000 

   

【都市・ 

幹線鉄道】 

 

合計 

 

 

 69,336 

都市鉄道利便増進

事業 

神奈川東部方面線 

 

計 

29,958 

 

29,958 

都市鉄道整備事業 

        

        

     

     

     

     

 

 

東京都（大規模改良） 

横浜市（大規模改良、耐震補強） 

名古屋市（大規模改良、耐震補強） 

京都市（大規模改良、浸水対策） 

神戸市（大規模改良） 

福岡市（新線建設（七隈線延伸）） 

東京地下鉄㈱（新線建設（有楽町線、南北線延伸）、大規模改良） 

大阪市高速電気軌道㈱（大規模改良） 

関西高速鉄道㈱（新線建設（なにわ筋線）） 

 

計 

2,948 

203 

711 

262 

1,722 

4,469 

4,171 

1,282 

1,984 

 

17,752 

幹線鉄道等活性化

事業 

 

 

 

 

地域公共交通活性化・再生法法定協議会 

（西日本旅客鉄道㈱） 

高松琴平電気鉄道㈱ 

南阿蘇鉄道㈱ 

 

計 

120 

 

30 

360 

 

510 

鉄道駅総合改善事

業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域公共交通活性化・再生法法定協議会 

 (相模鉄道㈱(海老名駅)) 

東日本旅客鉄道㈱(紫波中央駅、大館駅、取手駅、我孫子駅、巌根 

駅、村井駅) 

東海旅客鉄道㈱(刈谷駅) 

西日本旅客鉄道㈱(香芝駅、東貝塚駅、安芸矢口駅、下祗園駅、厚狭駅)

小田急電鉄㈱(中央林間駅) 

京浜急行電鉄㈱(品川駅) 

名古屋鉄道㈱(印場駅) 

山陽電気鉄道㈱(夢前川駅) 

三陸鉄道㈱(宮古駅) 

あいの風とやま鉄道㈱(呉羽駅) 

 

計 

 

591 

 

1,343 

 

806 

2,086 

50 

246 

31 

12 

504 

379 

 

6,048 
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鉄道防災事業 

 

 

 

北海道旅客鉄道㈱（函館線） 

四国旅客鉄道㈱（予讃線、徳島線、予土線） 

九州旅客鉄道㈱（筑肥線、日豊線） 

(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構（青函トンネル） 

 

計 

58 

223 

50 

1,140 

 

1,471 

鉄道施設総合安全

対策事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【老朽化対策】 

北海道旅客鉄道㈱（千歳線、宗谷線、函館線） 

東京モノレール㈱（羽田空港線） 

富山地方鉄道㈱（本線、上滝線） 

四国旅客鉄道㈱（高徳線） 

 

【耐震対策】 

北海道旅客鉄道㈱（千歳線） 

京王電鉄㈱（相模原線） 

小田急電鉄㈱（小田原線） 

東急電鉄㈱（東横線） 

京浜急行電鉄㈱（本線） 

相模鉄道㈱（いずみ野線） 

近畿日本鉄道㈱（京都線、難波線） 

阪急電鉄㈱（宝塚線、神戸線） 

新関西国際空港㈱（空港連絡鉄道線） 

和歌山県（和歌山港線） 

四国旅客鉄道（予讃線） 

西日本鉄道㈱（天神大牟田線） 

 

【豪雨対策】 

仙台市（南北線） 

近畿日本鉄道㈱（名古屋線） 

阪急電鉄㈱（神戸線） 

南海電気鉄道㈱（高野線） 

四国旅客鉄道㈱（予讃線、土讃線） 

 

【浸水対策】 

埼玉高速鉄道㈱（埼玉高速鉄道線） 

 

【踏切保安設備整備】 

秋田内陸縦貫鉄道㈱（秋田内陸線） 

上毛電気鉄道㈱（上毛線） 

関東鉄道㈱（常総線） 

新京成電鉄㈱（新京成線） 

西武鉄道㈱（池袋線、新宿線、多摩湖線） 

東急電鉄㈱（東急多摩川線、池上線、東横線） 

京王電鉄㈱（京王線） 

名古屋鉄道㈱（名古屋本線） 

近畿日本鉄道㈱（大阪線、名古屋線） 

神戸電鉄㈱（粟生線、三田線） 

京阪電気鉄道㈱（石山坂本線、京津線） 

南海電気鉄道㈱（加太線） 

阪神電気鉄道㈱（本線） 

水間鉄道㈱（水間線） 

四国旅客鉄道㈱（予讃線、土讃線、高徳線、徳島線） 

 

 

 

 

747 

270 

201 

81 

195 

 

3,042 

15 

390 

255 

105 

126 

66 

656 

442 

120 

27 

300 

540 

 

501 

99 

180 

87 

84 

51 

 

6 

6 

 

539 

46 

20 

27 

18 

76 

175 

57 

37 

2 

10 

13 

10 

34 

10 

4 
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【地域鉄道安全対策】 

道南いさりび鉄道㈱ 

青森県 

弘南鉄道㈱ 

津軽鉄道㈱ 

八戸臨海鉄道㈱ 

IGRいわて銀河鉄道㈱ 

三陸鉄道㈱ 

仙台空港鉄道㈱ 

山形鉄道㈱ 

会津鉄道㈱ 

阿武隈急行㈱ 

福島交通㈱ 

関東鉄道㈱ 

ひたちなか海浜鉄道㈱ 

鹿島臨海鉄道㈱ 

わたらせ渓谷鉄道㈱ 

秩父鉄道㈱ 

小湊鐡道㈱ 

いすみ鉄道㈱ 

箱根登山鉄道㈱ 

江ノ島電鉄㈱ 

伊豆箱根鉄道㈱ 

神奈川臨海鉄道㈱ 

湘南モノレール㈱ 

えちごトキめき鉄道㈱ 

北越急行㈱ 

富山地方鉄道㈱ 

あいの風とやま鉄道㈱ 

福井鉄道㈱ 

富士急行㈱ 

上田電鉄㈱ 

長良川鉄道㈱ 

養老線管理機構 

明知鉄道㈱ 

樽見鉄道㈱ 

伊豆箱根鉄道㈱ 

伊豆急行㈱ 

遠州鉄道㈱ 

静岡鉄道㈱ 

豊橋鉄道㈱ 

衣浦臨海鉄道㈱ 

三岐鉄道㈱ 

京福電気鉄道㈱ 

阪堺電気軌道㈱ 

和歌山電鐵㈱ 

北条鉄道㈱ 

水間鉄道㈱ 

紀州鉄道㈱ 

智頭急行㈱ 

若桜町・八頭町 

井原鉄道㈱ 

水島臨海鉄道㈱ 

岡山電気軌道㈱ 

広島電鉄㈱ 

広島高速交通㈱ 

 

7,773 

7 

89 

30 

11 

14 

665 

396 

8 

26 

208 

17 

81 

268 

128 

13 

53 

316 

130 

30 

85 

92 

42 

20 

59 

269 

142 

340 

351 

183 

189 

120 

180 

137 

54 

43 

74 

15 

125 

50 

377 

16 

300 

351 

153 

124 

24 

50 

7 

52 

75 

91 

10 

38 

191 

38 
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錦川鉄道㈱ 

高松琴平電気鉄道㈱ 

とさでん交通㈱ 

肥薩おれんじ鉄道㈱ 

平成筑豊鉄道㈱ 

筑豊電気鉄道㈱ 

北九州高速鉄道㈱ 

くま川鉄道㈱ 

 

【ホームドア整備】 

南海電気鉄道㈱(中百舌鳥駅) 

名古屋臨海高速鉄道㈱（荒子駅、小本駅、南荒子駅） 

  

計 

51 

164 

109 

268 

86 

90 

44 

3 

 

990 

390 

600 

 

 13,598 

（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。 



滋 賀 県

不動産・建設経済局



滋賀県

事業費

6.668

8.400

滋賀県 15.068計

社会資本整備円滑化地籍整備事業費補助 草津市

社会資本整備円滑化地籍整備事業費補助 甲賀市

事業名 事業主体 備考

令和４年度　配分予算

（不動産・建設経済局地籍整備課所管　補助事業）

（単位：百万円）



令和４年度当初予算　社会資本整備総合交付金の配分

（滋賀県）
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

琵琶湖流域における河川環境の
保全・再生対策の推進（重点）

滋賀県 40,000 

琵琶湖流域における河川環境の
保全・再生対策の推進

滋賀県 128,000 

滋賀県地域住宅等整備計画（第
３期）

滋賀県 64,645 

滋賀県地域住宅等整備計画（重
点）

滋賀県 413,687 

霊峰伊吹山と天下分け目の武将
の息吹を感じる、岐阜・滋賀周
遊観光振興による広域的地域活
性化計画

滋賀県 128,700 

霊峰伊吹山と天下分け目の武将
の息吹を感じる、岐阜・滋賀周
遊観光振興による広域的地域活
性化計画（重点③）

滋賀県 103,500 

鈴鹿山脈を越え∞の観光交流促
進へ　三重・滋賀広域活性化計
画

滋賀県 3,600 

緑と賑わいあふれる湖国の都市
公園づくり

滋賀県 191,600 

災害に強い道路ネットワークの
構築と円滑な道路交通を確保す
る都市計画道路の整備

滋賀県 2,050,000 

多様な主体の参画と連携による
湖国の都市公園づくり

滋賀県 50,000 

滋賀県内における災害に強い住
まい・まちづくり（第２期計
画）

滋賀県,大津市,彦根市,長浜市,草津市,野洲
市,甲良町

37,013 

海山湖の魅力を地域活動と広域
交通網で向上する福井・滋賀広
域観光活性化計画

滋賀県 286,200 

京奈和自転車道とビワイチを基
軸とした歴史・文化を体感する
自転車周遊による広域観光活性
化計画（重点③）

滋賀県 657,900 



（滋賀県）
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

鈴鹿山脈を越え∞の観光交流促
進へ　三重・滋賀広域活性化計
画（重点③）

滋賀県 877,500 

次世代の下水道整備の推進（そ
の３）

滋賀県 1,716,791 

地域の交流と経済活動の活性化
を支えるみちづくり

滋賀県,大津市,彦根市,長浜市,近江八幡市,
草津市,守山市,栗東市,甲賀市,野洲市,湖南
市,高島市,米原市,日野町,竜王町,愛荘町,
豊郷町,甲良町,多賀町

612,252 

大津市公共下水道事業－湖都大
津の良好な水環境の形成(第三
期)

大津市 6,300 

第７９回国民スポーツ大会開催
に向けた競技会場施設整備【重
点】

大津市 152,960 

大津市地域住宅整備計画 大津市 73,428 

地域コミュニティの活性化に向
けて、自然と人とが共生できる
都市公園づくり

彦根市 37,800 

彦根市における良好な水環境の
形成と市街地の浸水対策の実現
に向けて（その３）

彦根市 460,000 

住環境および歴史的風致の維持
向上（第３期計画）

彦根市 21,403 

長浜市における公共下水道への
接続事業の推進（重点計画）

長浜市 405,000 

長浜市地域住宅整備計画 長浜市 7,503 

近江八幡市地域住宅等整備計画 近江八幡市 15,163 

近江八幡市における下水道普及
地域の長寿命化

近江八幡市 2,500 

わたSHIGA輝く国スポへ みんな
が輝く運動公園整備計画（重
点）

近江八幡市 23,300 



（滋賀県）
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

草津市における快適で良好な環
境の実現

草津市 16,680 

草津市地域住宅整備計画 草津市 9,947 

守山市における下水道接続の推
進（その３）（重点計画）

守山市 5,350 

伊勢遺跡史跡公園整備計画 守山市 41,514 

守山市地域住宅整備計画 守山市 33,891 

2025年滋賀国スポ・障スポ大会
にむけた守山市民運動公園整備
計画

守山市 59,000 

栗東市地域住宅整備計画 栗東市 19,795 

栗東市における良好な水環境の
形成

栗東市 650 

草津川跡地（区間６）周辺地区
都市再生整備計画事業

栗東市 10,300 

甲賀市における良好な水環境の
形成

甲賀市 11,025 

甲賀市地域住宅整備計画 甲賀市 5,036 

野洲市地域住宅整備計画 野洲市 65,879 

石部駅周辺地区における鉄道駅
へのアクセス向上と周辺施設の
バリアフリー化による安全で快
適なやすらぎのまちづくり

湖南市 60,514 

湖南市地域住宅整備計画 湖南市 17,918 



（滋賀県）
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

湖南市における良好な水環境の
形成（その３）

湖南市 108,800 

高島市における良好な水環境の
形成（その３）

高島市 55,300 

高島市地域住宅整備計画 高島市 22,144 

東近江市における良好な水環境
の形成（その３）

東近江市 105,000 

米原駅周辺の都市機能強化 米原市 5,000 

柏原駅周辺地域の活性化 米原市 7,000 

米原市における良好な水環境の
形成（その２）

米原市 15,258 

日野町における良好な水環境の
形成

日野町 27,900 

日野町地域住宅整備計画 日野町 3,088 

滋賀国スポ開催を契機とした魅
力あるスポーツ拠点の整備

竜王町 25,000 

竜王町における良好な水環境の
形成（その２）

竜王町 12,000 

豊郷町地域住宅等整備計画 豊郷町 3,904 

（仮称）多賀スマートインター
下り線アクセス整備

多賀町 15,000 

多賀町における良好な水環境の
形成（その２）

多賀町 17,000 



（滋賀県）
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

久徳周辺地区都市再生整備計画 多賀町 53,500 

9,400,138 

※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４年度当初予算　社会資本整備総合交付金の配分

（滋賀県）
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

滋賀県における土砂災害防止法
に基づく基礎調査の推進（防
災・安全）

滋賀県 20,000 

世界に誇りうる「ビワイチ」の
自転車通行空間整備（防災・安
全）

滋賀県,大津市,彦根市,米原市,長浜市,高島
市

323,287 

長浜港における防災機能の向上
（防災・安全）（重点）

滋賀県 38,000 

持続可能な下水道事業の推進
（防災・安全）（その２）

滋賀県 1,654,735 

滋賀県における土砂災害対策の
推進（防災・安全）

滋賀県 401,350 

滋賀県における総合的治水対策
の推進（防災・安全）

滋賀県,大津市,彦根市,長浜市,近江八幡市,
草津市,守山市,栗東市,甲賀市,野洲市,湖南
市,高島市,東近江市,米原市,日野町,竜王
町,愛荘町,豊郷町,甲良町,多賀町

139,000 

滋賀県における土砂災害対策の
推進（防災・安全）（重点）

滋賀県 408,191 

滋賀県内における災害に強い住
まい・まちづくり（防災・安
全）（第２期計画）（重点計
画）

滋賀県,大津市,彦根市,長浜市,近江八幡市,
草津市,守山市,栗東市,甲賀市,野洲市,湖南
市,高島市,東近江市,米原市,日野町,竜王
町,愛荘町,豊郷町,甲良町,多賀町

54,377 

滋賀県における安全安心な都市
公園づくり（防災・安全）「そ
の３」（防災・安全）

滋賀県 60,000 

滋賀県における安全安心な都市
公園づくり【重点】「その３」
（防災・安全）

滋賀県 150,000 

子ども達が安心して通える交通
安全プログラムに基づく通学路
整備

滋賀県,長浜市,近江八幡市,守山市,栗東市,
甲賀市,野洲市,湖南市,高島市,米原市,竜王
町,愛荘町,豊郷町,甲良町,多賀町,彦根市,
日野町

909,513 

計画的な修繕および防災対策に
よる信頼性の高いみちづくり
（法面・舗装・附属物等）

滋賀県,大津市,彦根市,長浜市,近江八幡市,
草津市,守山市,栗東市,甲賀市,野洲市,湖南
市,東近江市,米原市,日野町,竜王町,愛荘
町,甲良町,多賀町,高島市,豊郷町

500,730 

国土強靭化地域計画に基づく災
害に強い道づくり（防災・安
全）

滋賀県,大津市,日野町,竜王町,長浜市,栗東
市

1,280,342 



（滋賀県）
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

滋賀県における集中的な総合的
治水対策の推進（防災・安全）
（重点）

滋賀県 749,000 

大津市公共下水道事業－大津市
における下水道施設の耐震化、
改築更新と市街地の浸水対策(防
災・安全)

大津市 442,361 

災害に強い安全で安心な公園づ
くり　その２【重点】（防災・
安全）

大津市 22,269 

災害に強い安全で安心な公園づ
くり（第四期）（防災・安全）

大津市 26,318 

児童生徒が安全に通学できる通
学路の安全確保

大津市 100,048 

彦根市水害に強い都市づくり
（防災・安全）

彦根市 14,200 

風格と魅力ある都市を創造する
彦根における子ども達の安全と
安心のための通学路等の点検結
果に基づくみちづくり

彦根市 24,310 

災害に強い魅力ある都市公園づ
くり「その３」(防災・安全)

長浜市 50,000 

長浜市北部地域の美しい水源地
域と豊かな自然を活用した魅力
あるまちづくり

長浜市 57,500 

長浜市における市街地の浸水対
策の推進（防災・安全）（重点
計画）

長浜市 7,500 

長浜市における下水道施設の改
築更新（防災・安全）

長浜市 29,920 

近江八幡市における下水道普及
地域の長寿命化（防災・安全）

近江八幡市 20,500 

災害時に利用できるみんながつ
どう元気で健康な環境づくり
（防災・安全）（第３期）

近江八幡市 127,719 

草津市における総合的な減災対
策の推進（防災・安全）

草津市 71,320 



（滋賀県）
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

草津市地域住宅整備計画（防
災・安全）

草津市 47,620 

既存ストックの安全性確保によ
る安全・安心な市街地環境づく
り（その２）（防災・安全）

草津市 53,064 

草津市域における総合的な減災
対策の推進（防災・安全）（重
点計画）(その２)

草津市 85,460 

通学路等交通安全対策実施プロ
グラムに基づく通学路等整備
（防災・安全）

草津市 25,189 

守山市における下水道の地震対
策とポンプ施設の延命化対策お
よび浸水対策の推進（その３）
（防災・安全）

守山市 106,692 

栗東市における良好な水環境の
形成、市街地の浸水対策（その
3）（防災・安全）

栗東市 80,800 

甲賀市における良好な水環境の
形成、市街地の浸水対策の実現
（防災・安全）（その２）

甲賀市 124,780 

甲賀市宅地耐震化推進事業 甲賀市 14,400 

野洲市中心市街地における流域
一体となった総合的な浸水対策
の推進、生活環境の改善と安
全・安心の確保、災害に強いま
ちづくり（その３）（防災・安
全）

野洲市 11,500 

湖南市における良好な水環境の
形成・総合的な浸水対策の推進
（その３）（防災・安全）

湖南市 71,800 

高島市における良好な水環境の
形成、総合的な浸水対策の推進
（防災・安全）

高島市 1,000 

高島市都市公園の長寿命化と安
全・安心できる公園の整備（防
災・安全）

高島市 12,216 

東近江市安全で安心な都市公園
づくり（その２）（防災・安
全）

東近江市 5,300 



（滋賀県）
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

東近江市通学路交通安全プログ
ラムに基づく通学路整備（防
災・安全）

東近江市 119,230 

米原市における良好な水環境の
形成、総合的な浸水対策の推進
（防災・安全）（その２）

米原市 72,807 

日野町における浸水対策の推進
（防災・安全）（重点計画）

日野町 78,000 

日野町の安全で安心な都市公園
づくり

日野町 24,733 

竜王町安全で安心な都市公園づ
くり　その３（防災・安全）

竜王町 3,000 

竜王町中心核における災害に強
いまちづくりの推進

竜王町 25,200 

愛荘町における良好な水環境の
形成（防災・安全）

愛荘町 8,000 

豊郷町における安全・安心快適
な生活環境のまちづくり（防

            災・安全）（その２）
豊郷町 9,977 

8,663,258 

※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


