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道 路 局



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：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 750

改築 国道57号 竹田市 竹田阿蘇道路 780

改築 国道210号 日田市 川下改良 225

改築 国道210号 大分市 横瀬拡幅 370

改築 国道212号 中津市 三光本耶馬渓道路 9,071

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：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

南宇佐歩道整備（宇佐市） 48

岩崎交差点改良（宇佐市） 130

日出町歩道整備（日出町） 24

西大分自転車通行空間整備（別府市、大分市） 30

神崎交差点改良（大分市） 45

畑中交差点改良（大分市） 42

野津野口歩道整備（臼杵市） 129

清水原歩道整備（臼杵市） 6

犬飼地区事故対策（豊後大野市） 510

菅生地区交差点改良（竹田市） 6

路線名 備考

交通安全 国道10号
宇佐市、日出町、
別府市、大分市、
臼杵市

大分10号交通安全対策 454

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 516



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：大分県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費路線名 備考

野上歩道整備（九重町） 116

庄内登坂車線整備（由布市） 144

交通安全 国道210号 九重町、由布市 大分210号交通安全対策 260



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：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

錦町地区電線共同溝 86

鴛野地区電線共同溝 327

電線共同溝 国道210号 大分市 大分210号電線共同溝 238 光吉地区電線共同溝 238

路線名 備考

電線共同溝 国道10号 大分市 413大分10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：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 2,180 中津日田道路

改築 国道212号 中津市 耶馬溪山国道路 30 中津日田道路

改築 （都） 庄の原佐野線 大分市 下郡工区 1,920 大分中央幹線道路

改築 国道212号 日田市 日田拡幅 450

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：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

土砂災害対策 国道442号 豊後大野市 大分大野工区 13

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：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 837

(国)197号(鶴崎拡幅)〔大分市〕、(国)210号(大道工区)
〔大分市〕、(国)500号(汐見工区)〔別府市〕、(国)500号
(石垣工区)〔別府市〕、(国)500号(鉄輪工区)〔別府
市〕、(国)442号(宗方工区)〔大分市〕、(都)南立石亀川
線〔別府市〕

無電柱化推進計画事業 大分市 大分県無電柱化推進計画事業 90
(市)荷揚舞鶴(城崎工区)、(市)府内3号(府内工区)、
(市)荷揚4号線外(荷揚工区)



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：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

交通安全対策（通学路緊急対策） 大分県 大分県通学路緊急対策推進計画 3,808

宗方小学校、亀川小学校、大平山小学校、今津小学
校、山口小学校、鶴居小学校、如水小学校、北部小
学校、石井小学校、有田小学校、下堅田小学校、松
浦小学校、八幡小学校、木立小学校、臼杵小学校、
臼杵南小学校、久住小学校、直入小学校、都野小学
校、河内小学校、高田小学校、山香小学校、大内小
学校、豊洋小学校、院内中部小学校、高家小学校、
佐田小学校、津房小学校、天津小学校、南院内小学
校、三重東小学校、塚原小学校、由布院小学校、安
岐小学校、安岐中央小学校、志成学園、富来小学
校、飯田小学校、森中央小学校、松岡小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 大分市 大分県大分市通学路緊急対策推進計画 982

横瀬小学校、賀来小学校、金池小学校、戸次小学
校、高田小学校、春日町小学校、松岡小学校、城南
小学校、碩田学園、大在小学校、田尻小学校、東大
分小学校、東稙田小学校、別保小学校、豊府小学
校、明治小学校、明治北小学校、明野西小学校、明
野北小学校、稙田小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 別府市 大分県別府市通学路緊急対策推進計画 418
亀川小学校、境川小学校、大平山小学校、南小学
校、緑丘小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 中津市 大分県中津市通学路緊急対策推進計画 321
三保小学校、城井小学校、大幡小学校、北部小学
校、秣小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 日田市 大分県日田市通学路緊急対策推進計画 540 いつま小学校、光岡小学校



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：大分県 (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） 佐伯市 大分県佐伯市通学路緊急対策推進計画 146 佐伯東小学校、青山小学校、木立小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 臼杵市 大分県臼杵市通学路緊急対策推進計画 94 臼杵小学校、市浜小学校、野津小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 津久見市 大分県津久見市通学路緊急対策推進計画 328 青江小学校、津久見小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 竹田市 大分県竹田市通学路緊急対策推進計画 64 久住小学校、城原小学校、南部小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 豊後高田市 大分県豊後高田市通学路緊急対策推進計画 264
臼野小学校、河内小学校、桂陽小学校、高田小学
校、真玉小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 宇佐市 大分県宇佐市通学路緊急対策推進計画 187
駅館小学校、四日市北小学校、封戸小学校、柳ヶ浦
小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 豊後大野市 大分県豊後大野市通学路緊急対策推進計画 6 新田小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 由布市 大分県由布市通学路緊急対策推進計画 29 挟間小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 玖珠町 大分県玖珠町通学路緊急対策推進計画 74 森中央小学校、塚脇小学校



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：大分県 (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 大分市 辻堂踏切道 大分市 70



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：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 4,307 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 842 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 110 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 508 別紙参照

道路メンテナンス事業 別府市 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 中津市 橋梁長寿命化修繕計画 220 別紙参照

道路メンテナンス事業 日田市 橋梁長寿命化修繕計画 150 別紙参照

道路メンテナンス事業 日田市 トンネル長寿命化修繕計画 31 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 158 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 60 別紙参照

道路メンテナンス事業 臼杵市 橋梁長寿命化修繕計画 113 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 39 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：大分県 (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 津久見市 トンネル長寿命化修繕計画 30 別紙参照

道路メンテナンス事業 竹田市 橋梁長寿命化修繕計画 186 別紙参照

道路メンテナンス事業 竹田市 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 豊後高田市 橋梁長寿命化修繕計画 168 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 276 別紙参照

道路メンテナンス事業 杵築市 トンネル長寿命化修繕計画 6 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 125 別紙参照

道路メンテナンス事業 宇佐市 トンネル長寿命化修繕計画 18 別紙参照

道路メンテナンス事業 豊後大野市 橋梁長寿命化修繕計画 187 別紙参照

道路メンテナンス事業 豊後大野市 トンネル長寿命化修繕計画 27 別紙参照

道路メンテナンス事業 由布市 橋梁長寿命化修繕計画 251 別紙参照

道路メンテナンス事業 由布市 トンネル長寿命化修繕計画 6 別紙参照

道路メンテナンス事業 国東市 橋梁長寿命化修繕計画 170 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：大分県 (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 国東市 トンネル長寿命化修繕計画 99 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 11 別紙参照

道路メンテナンス事業 九重町 橋梁長寿命化修繕計画 73 別紙参照

道路メンテナンス事業 玖珠町 橋梁長寿命化修繕計画 63 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
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 豊後大野市 県道朝地直入線 産の下橋 橋梁 修繕
大分県 日田市 県道朝田日田線 上三春橋 橋梁 修繕
大分県 日田市 県道天瀬阿蘇線 赤谷橋 橋梁 修繕
大分県 日田市 県道天瀬阿蘇線 浦下橋 橋梁 修繕
大分県 日田市 県道天瀬阿蘇線 塚田大橋 橋梁 修繕
大分県 日田市 県道天瀬阿蘇線 中村橋 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 西大内陸橋 橋梁 修繕
大分県 国東市 県道糸原杵築線 松川橋 橋梁 修繕
大分県 杵築市 県道糸原杵築線 松ヶ尾橋 橋梁 修繕
大分県 宇佐市 県道宇佐本耶馬渓線 一丁田橋 橋梁 修繕
大分県 大分市 県道大分臼杵線 高田橋側道橋 橋梁 修繕
大分県 大分市 県道大分臼杵線 滝尾橋 橋梁 修繕
大分県 大分市 県道大在大分港線 新橋 橋梁 修繕
大分県 大分市 県道大在大分港線 今津留陸橋 橋梁 修繕
大分県 大分市 県道大在大分港線 三海橋 橋梁 修繕
大分県 大分市 県道大在大分港線 中島陸橋 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 県道緒方高千穂線 梅生橋 橋梁 修繕
大分県 中津市 県道落合斉藤線 要橋 橋梁 修繕
大分県 中津市 県道小祝港線 北門橋側道橋 橋梁 修繕
大分県 豊後高田市 県道小河内香々地線 東夷橋 橋梁 修繕
大分県 佐伯市 県道佐伯蒲江線 下孫四郎橋 橋梁 修繕
大分県 玖珠町 県道下恵良九重線 1号橋 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 玖珠町 県道菅原山浦線 鬼池橋 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 豊後大野市 県道竹田犬飼線 三ツ木橋 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 大分市 県道竹中停車場線 筒井大橋 橋梁 修繕
大分県 日田市 県道栃野西大山線 梅林橋 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 中津市 県道中津山国自転車道線 中津留橋 橋梁 修繕
大分県 中津市 県道中津山国自転車道線 三尾母川橋 橋梁 修繕
大分県 豊後大野市 県道中津留轟牧口停車場線 白谷橋 橋梁 修繕
大分県 豊後大野市 県道中津留轟牧口停車場線 堂ノ下橋 橋梁 修繕
大分県 豊後大野市 県道中津留轟牧口停車場線 八坂橋 橋梁 修繕
大分県 豊後大野市 県道中津留轟牧口停車場線 柚河内橋 橋梁 修繕
大分県 日田市 県道西大山大野日田線 柚木7号橋 橋梁 修繕
大分県 九重町 県道飯田高原中村線 桂橋 橋梁 修繕
大分県 日田市 県道日田鹿本線 第一八幡橋 橋梁 修繕
大分県 杵築市 県道藤原杵築線 生桑橋 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 県道豊後高田国東線 弁天橋 橋梁 修繕
大分県 佐伯市 県道三重弥生線 鬼ヶ瀬橋 橋梁 修繕
大分県 佐伯市 県道三重弥生線 楠木橋 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 豊後高田市 県道美和佐野線 出合橋 橋梁 修繕
大分県 豊後大野市 県道六種緒方線 新鳴滝橋 橋梁 修繕
大分県 豊後大野市 県道百江浅瀬野津線 長谷橋 橋梁 修繕
大分県 豊後大野市 県道百江浅瀬野津線 第一弥三橋 橋梁 修繕
大分県 中津市 県道森耶馬溪線 普門寺橋（既設部） 橋梁 修繕
大分県 国東市 県道山香国見線 平成新橋 橋梁 修繕
大分県 佐伯市 県道床木海崎停車場線 河鹿橋 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 玖珠町 県道書曲野田線 叶田側道橋 橋梁 修繕
大分県 大分市 県道大在大分港線 家島橋（下り） 橋梁 修繕
大分県 大分市 県道大在大分港線 大在大橋（下り） 橋梁 修繕
大分県 宇佐市 県道長洲宇佐神宮線 大幹線農道1号跨線橋 橋梁 修繕
大分県 由布市 県道龍原挾間線 挾間大橋 橋梁 修繕
大分県 大分市 国道197号 舞鶴橋 橋梁 修繕
大分県 日田市 国道212号 上野橋 橋梁 修繕
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大分県 日田市 国道212号 小河内橋 橋梁 修繕
大分県 日田市 国道212号 金堀橋 橋梁 修繕
大分県 日田市 国道212号 新芝原橋 橋梁 修繕
大分県 日田市 国道212号 第一宇ノ木橋 橋梁 修繕
大分県 日田市 国道212号 第三宇ノ木橋 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 国東市 国道213号 国見大橋 橋梁 修繕
大分県 国東市 国道213号 新富来橋 橋梁 修繕
大分県 豊後高田市 国道213号 第一猫石橋 橋梁 修繕
大分県 国東市 国道213号 竹田津大橋 橋梁 修繕
大分県 杵築市 国道213号 馬場尾陸橋 橋梁 修繕
大分県 国東市 国道213号 東堅来橋 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 豊後高田市 国道213号 宮川橋 橋梁 修繕
大分県 豊後高田市 国道213号 羽根川橋 橋梁 修繕
大分県 臼杵市 国道217号 柏橋 橋梁 修繕
大分県 津久見市 国道217号 第一原橋 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 中の原橋 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386号 大肥橋 橋梁 修繕
大分県 玖珠町 国道387号 大谷橋 橋梁 修繕
大分県 宇佐市 国道387号 白岩橋 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 玖珠町 国道387号 石飛橋 橋梁 修繕
大分県 玖珠町 国道387号 老舞橋 橋梁 修繕
大分県 佐伯市 国道388号 新佐伯大橋 橋梁 修繕
大分県 佐伯市 国道388号 芹川橋 橋梁 修繕
大分県 佐伯市 国道388号 大中尾大橋 橋梁 修繕
大分県 佐伯市 国道388号 茶屋ヶ鼻側道橋 橋梁 修繕
大分県 佐伯市 国道388号 美国橋 橋梁 修繕
大分県 大分市 国道442号 明磧橋（下り） 橋梁 修繕
大分県 豊後大野市 国道502号 新共栄橋 橋梁 修繕
大分県 玖珠町 県道玖珠山国線 昭和橋 橋梁 修繕
大分県 日田市 県道小畑日田線 星見橋 橋梁 修繕
大分県 日田市 県道西大山大野日田線 桑木橋 橋梁 修繕
大分県 臼杵市 県道川登臼杵線 亀甲橋 橋梁 修繕
大分県 佐伯市 県道長良木立線 津志河内橋 橋梁 修繕
大分県 津久見市 県道津久見野津線 川内橋 橋梁 修繕
大分県 日田市 県道日田鹿本線 梅野橋 橋梁 修繕
大分県 玖珠町 県道平原耶馬溪線 馬橋 橋梁 修繕
大分県 大分市 県道弁天横瀬自転車道線 賀来橋側道橋 橋梁 修繕
大分県 日田市 県道宝珠山日田線 後藤橋 橋梁 修繕
大分県 津久見市 国道217号 上青江橋 橋梁 修繕
大分県 津久見市 国道217号 津久見川橋 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 九重町 県道飯田高原中村線 小松橋 橋梁 更新
大分県 点検計画

大分県トンネル長寿命化修繕計画
大分県 杵築市 太田杵築線 波多方トンネル トンネル 修繕
大分県 津久見市 大泊浜徳浦線 浦代トンネル トンネル 修繕
大分県 津久見市 大泊浜徳浦線 水晶山トンネル トンネル 修繕
大分県 佐伯市 大入島北循環線 大入島北トンネル トンネル 修繕
大分県 佐伯市 大入島北循環線 新日向泊トンネル トンネル 修繕
大分県 豊後大野市 緒方朝地線 小野トンネル トンネル 修繕
大分県 佐伯市 小野市重岡線 榎トンネル トンネル 修繕
大分県 佐伯市 梶寄浦佐伯線 新有明トンネル トンネル 修繕
大分県 佐伯市 梶寄浦佐伯線 中浦トンネル トンネル 修繕
大分県 佐伯市 梶寄浦佐伯線 女郎崎トンネル トンネル 修繕
大分県 日田市 県道天瀬阿蘇線 下筌隧道 トンネル 修繕
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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
大分県 臼杵市 県道臼杵坂ノ市線 横岩トンネル 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 九重町 県道右田引治線 新引治トンネル トンネル 修繕
大分県 玖珠町 県道森耶馬溪線 鹿倉トンネル トンネル 修繕
大分県 玖珠町 県道森耶馬溪線 錦雲峡トンネル 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 日田市 国道212号 下岩戸隧道 トンネル 修繕
大分県 日田市 国道212号 第一松原隧道 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 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 津久見市 国道217号 新日見トンネル 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 日田市 国道387号 荒瀬人道トンネル トンネル 修繕
大分県 玖珠町 国道387号 川底第一トンネル トンネル 修繕
大分県 日田市 国道387号 酒の谷トンネル トンネル 修繕
大分県 日田市 国道387号 竹原峠トンネル トンネル 修繕
大分県 日田市 国道387号 福島隧道 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 大分市 佐伯蒲江線 池田トンネル トンネル 修繕
大分県 津久見市 佐伯津久見線 井無田トンネル トンネル 修繕
大分県 津久見市 佐伯津久見線 宮山トンネル トンネル 修繕
大分県 竹田市 高森竹田線 新山手トンネル トンネル 修繕
大分県 竹田市 竹田直入線 長慶トンネル トンネル 修繕
大分県 日田市 栃野西大山線 蜂ノ巣隧道 トンネル 修繕
大分県 大分市 中判田犬飼線 竹中トンネル トンネル 修繕
大分県 玖珠町 日田玖珠線 新中塚トンネル トンネル 修繕
大分県 佐伯市 日之影宇目線 中岳トンネル トンネル 修繕
大分県 国東市 豊後高田国東線 行入トンネル トンネル 修繕
大分県 佐伯市 三重弥生線 鬼ヶ瀬トンネル トンネル 修繕
大分県 佐伯市 床木海崎停車場線 芋ノ尾トンネル トンネル 修繕
大分県 佐伯市 床木海崎停車場線 河内トンネル 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 日田市 県道天瀬阿蘇線 小村隧道 トンネル 修繕
大分県 九重町 国道387号 生竜トンネル 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 中津市 国道212号 中津１ロックシェッド 道路附属物等 修繕
大分県 大分市 県道小挾間大分線 永興横断歩道橋 道路附属物等 修繕
大分県 大分市 県道大在大分港線 大商前（Ⅰ）横断歩道橋 道路附属物等 修繕
大分県 大分市 県道大在大分港線 大商前（Ⅱ）横断歩道橋 道路附属物等 修繕
大分県 大分市 国道197号 牧横断歩道橋 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 上冬田玉泉寺線 玉泉寺１号橋 橋梁 修繕
大分市 大分市 大分港７号線 瓜生橋 橋梁 修繕
大分市 大分市 大分港賀来線 井出ノ上橋 橋梁 修繕
大分市 大分市 敷戸大通り線 祐之木橋 橋梁 修繕
大分市 大分市 市道鴛野寒田1号線 坂爪橋 橋梁 修繕
大分市 大分市 市道横江線 横江2号橋 橋梁 修繕
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 市道下郡15号線 第2七歩橋 橋梁 修繕
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大分市 大分市 市道賀来1号線 片面橋 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 市道吉野小学校南線 稙田小橋 橋梁 修繕
大分市 大分市 市道久土2号線 城橋 橋梁 修繕
大分市 大分市 市道宮河内広内線 白銀橋 橋梁 修繕
大分市 大分市 市道宮崎曲2号線 一の瀬川1号橋 橋梁 修繕
大分市 大分市 市道桑原大石線 尼ヶ瀬川1号橋 橋梁 修繕
大分市 大分市 市道古宮本神崎線 二又橋2 橋梁 修繕
大分市 大分市 市道古幸線 梅ノ久保橋 橋梁 修繕
大分市 大分市 市道光永戸無瀬線 戸無瀬橋 橋梁 修繕
大分市 大分市 市道向原西原川1号線 沖橋 橋梁 修繕
大分市 大分市 市道高砂東春日線 綿打橋 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 市道志村角子原8号線 角子原橋 橋梁 修繕
大分市 大分市 市道志村丹川線 丹生橋 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 市道森ノ木野田線 中島川6号橋 橋梁 修繕
大分市 大分市 市道深河内中の瀬線 尼ヶ瀬川2号橋 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 市道大丸川線 大丸3号橋 橋梁 修繕
大分市 大分市 市道大丸川線 大丸4号橋 橋梁 修繕
大分市 大分市 市道大道南春日線 川久保橋1 橋梁 修繕
大分市 大分市 市道大迫線 上大迫橋 橋梁 修繕
大分市 大分市 市道中央住吉2号線 芦崎橋 橋梁 修繕
大分市 大分市 市道仲西三川上線 千歳橋 橋梁 修繕
大分市 大分市 市道長谷線 小筒井1号橋 橋梁 修繕
大分市 大分市 市道津守鴛野線 相生橋 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
大分市 大分市 市道都町王子中線 西春日橋 橋梁 修繕
大分市 大分市 市道馬場東線 天神原橋 橋梁 修繕
大分市 大分市 市道梅ヶ丘ニュータウン1号線 梅ヶ丘1号橋 橋梁 修繕
大分市 大分市 市道八木合循環線 木工代1号橋 橋梁 修繕
大分市 大分市 市道福宗前田2号線 前田2号橋2 橋梁 修繕
大分市 大分市 市道片島津守1号線 米良川2号橋 橋梁 修繕
大分市 大分市 市道北角子原3号線 田淵橋 橋梁 修繕
大分市 大分市 市道末広住吉線 住吉橋 橋梁 修繕
大分市 点検計画

別府市橋梁長寿命化修繕計画
別府市 別府市 市道河内～田代別府線 梶原橋 橋梁 修繕
別府市 別府市 市道河内線 河内川１号橋 橋梁 修繕
別府市 別府市 市道古寺8号線 石垣橋 橋梁 修繕
別府市 別府市 市道春木川北通線 井手ノ下橋 橋梁 修繕
別府市 別府市 市道朝見18号線 乙原橋 橋梁 修繕
別府市 別府市 市道鉄輪湯の川線 湯の川橋 橋梁 修繕
別府市 別府市 市道明礬6号線 明礬５号橋 橋梁 修繕
別府市 別府市 市道朸小野4号線 天間橋（旧道） 橋梁 修繕

中津市橋梁長寿命化修繕計画
中津市 中津市 市道植野800号線 竹ノ内橋 橋梁 修繕
中津市 中津市 市道倉谷線 水洗橋 橋梁 修繕
中津市 中津市 市道芝真線 芝眞橋 橋梁 修繕
中津市 中津市 市道曽木・多志田線 早瀬橋 橋梁 修繕
中津市 中津市 市道東浜団地2号線 東浜3号橋 橋梁 修繕
中津市 中津市 市道宮永・市場橋線 屋敷橋 橋梁 修繕
中津市 中津市 市道合馬・是則線 沖坪橋 橋梁 修繕
中津市 中津市 市道犬走り線 犬走り橋 橋梁 修繕
中津市 中津市 市道犬丸・今津一号線 灘波橋 橋梁 修繕
中津市 中津市 市道今津・前原線 古屋橋 橋梁 修繕
中津市 中津市 市道恵良線 恵良橋 橋梁 修繕
中津市 中津市 市道上宮永・前田屋敷線 前田屋敷橋 橋梁 修繕
中津市 中津市 市道小祝本町・外馬場線 小祝橋側道橋 橋梁 修繕
中津市 中津市 市道五両・北高瀬線 貝尻橋 橋梁 修繕
中津市 中津市 市道島樋山路線 橋(椴ノ木原橋) 橋梁 修繕
中津市 中津市 市道杉畑上ノ畑線 白水大橋 橋梁 修繕
中津市 中津市 市道高柿池部線 尾下橋 橋梁 修繕
中津市 中津市 市道豊田町・五両線 五両橋 橋梁 修繕
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中津市 中津市 市道諸井・秋吉線 下諸井橋 橋梁 修繕
中津市 中津市 市道吉野灰土線 吉野橋 橋梁 修繕
中津市 点検計画

日田市橋梁長寿命化修繕計画
日田市 日田市 市道下川内線 杉河内橋 橋梁 修繕
日田市 日田市 市道下畑寺の迫線 寺ノ迫橋 橋梁 修繕
日田市 日田市 市道関保木線 関橋 橋梁 修繕
日田市 日田市 市道古室原線 古室原橋 橋梁 修繕
日田市 日田市 市道高瀬線 高瀬橋 橋梁 修繕
日田市 日田市 市道合谷谷向線 合谷橋 橋梁 修繕
日田市 日田市 市道松竹線 松原潜橋 橋梁 修繕
日田市 日田市 市道赤岩・桜竹線 此山橋 橋梁 修繕
日田市 日田市 市道銭花五条殿線 地蔵桑橋 橋梁 修繕
日田市 日田市 市道竹本釜戸線 釜戸橋 橋梁 修繕
日田市 点検計画

日田市トンネル長寿命化修繕計画
日田市 日田市 市道荒平後河内線 荒平トンネル トンネル 修繕
日田市 日田市 市道天瀬五馬幹線1号線 桜竹トンネル トンネル 修繕

佐伯市橋梁長寿命化修繕計画
佐伯市 佐伯市 市道工屋線 中津留橋 橋梁 修繕
佐伯市 佐伯市 市道中組線 尾ノ上橋 橋梁 修繕
佐伯市 佐伯市 市道ミコント線 ミコント線1号無名橋 橋梁 修繕
佐伯市 佐伯市 市道岩崎市園線 落合橋 橋梁 修繕
佐伯市 佐伯市 市道上ノ地線 柚原橋 橋梁 修繕
佐伯市 佐伯市 市道宇戸1号線 加馬下1号橋 橋梁 修繕
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 市道江の尻橋線 江の尻橋 橋梁 修繕
佐伯市 佐伯市 市道河内縦貫線 下河内橋 橋梁 修繕
佐伯市 佐伯市 市道桑の原藤河内線 桑峡橋 橋梁 修繕
佐伯市 佐伯市 市道月形ヒノジ線 大津留橋 橋梁 修繕
佐伯市 佐伯市 市道坪線 平倉橋 橋梁 修繕
佐伯市 佐伯市 市道中津留線 中津留橋 橋梁 修繕
佐伯市 佐伯市 市道長野線 長野橋 橋梁 修繕
佐伯市 佐伯市 市道野添寺田線 寺田橋 橋梁 修繕
佐伯市 佐伯市 市道八片河内線 中村橋 橋梁 修繕
佐伯市 佐伯市 市道泥谷佐土原線 佐土原橋 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 市道央区循環線 昭和新地橋 橋梁 修繕
佐伯市 佐伯市 市道花立線 井ノ内橋 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 佐伯市 市道椛ヶ原線 椛ヶ原橋 橋梁 修繕
佐伯市 佐伯市 市道広浦丸バエ支3号線 第3暁嵐橋 橋梁 修繕
佐伯市 佐伯市 市道四天下線 四天橋 橋梁 修繕
佐伯市 佐伯市 市道市屋敷線 市屋敷橋 橋梁 修繕
佐伯市 佐伯市 市道小川岩屋線 下ノツル橋 橋梁 修繕
佐伯市 佐伯市 市道楠木線 第二楠木橋 橋梁 修繕
佐伯市 佐伯市 市道蜷ヶ崎線 蜷ヶ崎橋 橋梁 修繕
佐伯市 点検計画

佐伯市トンネル長寿命化修繕計画
佐伯市 佐伯市 市道オレンジロード海崎上浦線 車トンネル トンネル 修繕
佐伯市 佐伯市 市道オレンジロード海崎上浦線 四天トンネル トンネル 修繕
佐伯市 佐伯市 市道オレンジロード海崎上浦線 瀬戸坂トンネル トンネル 修繕
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
佐伯市 佐伯市 市道細田線 細田トンネル トンネル 修繕
佐伯市 佐伯市 市道前潟笹良目線 大宮トンネル トンネル 修繕

臼杵市橋梁長寿命化修繕計画
臼杵市 臼杵市 市道臼杵坂ノ市線 六ヶ迫橋 橋梁 修繕
臼杵市 臼杵市 市道横網代線 横網代3号橋 橋梁 修繕
臼杵市 臼杵市 市道下ノ江佐志生線 鳥越橋 橋梁 修繕
臼杵市 臼杵市 市道海添41号線 海添2号橋 橋梁 修繕
臼杵市 臼杵市 市道海添41号線 海添3号橋 橋梁 修繕
臼杵市 臼杵市 市道海辺12号線 海辺12-1号橋 橋梁 修繕
臼杵市 臼杵市 市道勘場正願線 正願橋 橋梁 修繕
臼杵市 臼杵市 市道丸石線 山の神橋 橋梁 修繕
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臼杵市 臼杵市 市道熊崎田ノ口線 田ノ口橋 橋梁 修繕
臼杵市 臼杵市 市道栗林線 栗林橋 橋梁 修繕
臼杵市 臼杵市 市道桑原線 宮田橋 橋梁 修繕
臼杵市 臼杵市 市道幸崎線 大見屋ヶ谷橋 橋梁 修繕
臼杵市 臼杵市 市道佐志生本線 佐志生本線1号橋 橋梁 修繕
臼杵市 臼杵市 市道才倉本線 第二才倉橋 橋梁 修繕
臼杵市 臼杵市 市道市浜海辺線 海辺2号橋 橋梁 修繕
臼杵市 臼杵市 市道小出線 小出2号橋 橋梁 修繕
臼杵市 臼杵市 市道小出線 小出橋 橋梁 修繕
臼杵市 臼杵市 市道深江宮脇線 深江20号橋 橋梁 修繕
臼杵市 臼杵市 市道西神野線 上津留橋 橋梁 修繕
臼杵市 臼杵市 市道西神野線 水ヶ谷橋 橋梁 修繕
臼杵市 臼杵市 市道中央線 板川橋 橋梁 修繕
臼杵市 臼杵市 市道田崎本線 田崎橋 橋梁 修繕
臼杵市 臼杵市 市道破礎線 破礎橋 橋梁 修繕
臼杵市 臼杵市 市道福良19号線 小河内2号橋 橋梁 修繕
臼杵市 臼杵市 市道福良9号線 川登橋 橋梁 修繕
臼杵市 臼杵市 市道福良江無田線 万里橋側道橋 橋梁 修繕
臼杵市 臼杵市 市道北ノ川国道線 北ノ川橋 橋梁 修繕
臼杵市 臼杵市 市道北ノ川西線 北ノ川西1号橋 橋梁 修繕
臼杵市 臼杵市 市道本丁海添線 竹尾橋 橋梁 修繕
臼杵市 臼杵市 市道木所・鍋田線 平野橋 橋梁 修繕
臼杵市 臼杵市 市道野津大内線 田中橋 橋梁 修繕
臼杵市 点検計画

津久見市橋梁長寿命化修繕計画
津久見市 津久見市 市道道尾線 道尾歩道橋 橋梁 修繕
津久見市 津久見市 願寺線 願寺3号橋 橋梁 修繕
津久見市 津久見市 市道鬼丸線 鬼丸橋 橋梁 修繕
津久見市 津久見市 市道堅浦線 小迫橋 橋梁 修繕
津久見市 津久見市 市道松川線 松川１号橋 橋梁 修繕
津久見市 津久見市 市道成守線 成守１号橋 橋梁 修繕
津久見市 津久見市 市道網代線 網代橋 橋梁 修繕
津久見市 津久見市 寺河内上町線 上迫橋 橋梁 修繕

津久見市トンネル長寿命化修繕計画
津久見市 津久見市 市道八戸線 八戸隧道 トンネル 修繕
津久見市 津久見市 市道千怒日見線 日見トンネル トンネル 修繕

竹田市橋梁長寿命化修繕計画
竹田市 竹田市 市道西線 小川橋 橋梁 修繕
竹田市 竹田市 市道愛宕谷線 萬里橋 橋梁 修繕
竹田市 竹田市 市道荻菅生線 尾元橋 橋梁 修繕
竹田市 竹田市 市道下河原東原線 下河原橋 橋梁 修繕
竹田市 竹田市 市道岩戸橋線 岩戸橋 橋梁 修繕
竹田市 竹田市 市道紺屋宮戸線 新紺屋橋 橋梁 修繕
竹田市 竹田市 市道室山中線 長小野橋 橋梁 修繕
竹田市 竹田市 市道小賀政所線 小賀橋 橋梁 修繕
竹田市 竹田市 市道植木三宅線 小坂橋 橋梁 修繕
竹田市 竹田市 市道神馬巣原線 神馬橋 橋梁 修繕
竹田市 竹田市 市道石田湯ノ上線 有氏橋 橋梁 修繕
竹田市 竹田市 市道田代天神鶴線 上岩戸橋 橋梁 修繕
竹田市 竹田市 市道吐合線 中内橋 橋梁 修繕
竹田市 竹田市 市道湯の原桑畑線 長湯橋 橋梁 修繕
竹田市 竹田市 市道藤目線 二又瀬橋 橋梁 修繕
竹田市 竹田市 市道白丹線 下深迫橋 橋梁 修繕
竹田市 竹田市 市道陽目谷線 陽目橋 橋梁 修繕
竹田市 竹田市 市道鑰小野線 老野橋 橋梁 修繕
竹田市 点検計画

竹田市トンネル長寿命化修繕計画
竹田市 竹田市 市道鏡下木線 赤坂隧道 トンネル 修繕
竹田市 竹田市 市道中央線 鬼田トンネル トンネル 修繕
竹田市 竹田市 市道内園線 内園トンネル トンネル 修繕
竹田市 竹田市 市道府内町洞道線 向町トンネル トンネル 修繕
竹田市 竹田市 市道平三砂線 三砂トンネル トンネル 修繕
竹田市 竹田市 市道平小仲尾線 第２下野トンネル トンネル 修繕
竹田市 竹田市 市道本町滑瀬線 五衛門谷トンネル トンネル 修繕

豊後高田市橋梁長寿命化修繕計画
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豊後高田市 豊後高田市 市道秋成小河内線 下秋成橋 橋梁 修繕
豊後高田市 豊後高田市 市道草地畑線 日平橋 橋梁 修繕
豊後高田市 豊後高田市 市道ｸﾞﾘｰﾝﾛｰﾄﾞ香々地高田線 貴船橋 橋梁 修繕
豊後高田市 豊後高田市 市道呉崎A-4号線 末日高橋 橋梁 修繕
豊後高田市 豊後高田市 市道号敷線 号敷橋 橋梁 修繕
豊後高田市 豊後高田市 市道致斉城庄屋線 玉川橋 橋梁 修繕
豊後高田市 豊後高田市 市道夏吉線 朝平橋 橋梁 修繕
豊後高田市 豊後高田市 市道蕗池部線 山門橋 橋梁 修繕
豊後高田市 豊後高田市 市道蕗線 小川橋 橋梁 修繕
豊後高田市 豊後高田市 市道宇佐払田線 智恩寺橋 橋梁 修繕
豊後高田市 豊後高田市 市道呉崎K-3号線 広瀬２号橋 橋梁 修繕
豊後高田市 豊後高田市 市道上野金福寺線 金福寺橋 橋梁 修繕
豊後高田市 点検計画

杵築市橋梁長寿命化修繕計画
杵築市 杵築市 市道篠原藤川線 篠原橋 橋梁 修繕
杵築市 杵築市 市道平野線 平野橋 橋梁 修繕
杵築市 杵築市 市道熊丸溝井線 萬全橋 橋梁 修繕
杵築市 杵築市 市道三川原北線 須崎橋 橋梁 修繕
杵築市 杵築市 市道志村線 志村第一号橋 橋梁 修繕
杵築市 杵築市 市道守江中山池線 中山池第一号橋 橋梁 修繕
杵築市 杵築市 市道小挟間線 小挟間第一号橋 橋梁 修繕
杵築市 杵築市 市道中野田線 春久保橋 橋梁 修繕
杵築市 杵築市 市道長谷線 長谷橋 橋梁 修繕
杵築市 杵築市 市道奈狩江支所線 西向橋 橋梁 修繕
杵築市 杵築市 市道年田加貫線 年田橋 橋梁 修繕
杵築市 杵築市 市道八王子線 小川橋 橋梁 修繕
杵築市 杵築市 市道宝陀寺久松線 穴野大橋 橋梁 修繕
杵築市 杵築市 市道峰線 百渓橋 橋梁 修繕
杵築市 杵築市 市道峰平線 峰平橋 橋梁 修繕
杵築市 杵築市 市道柚ノ迫線 柚の迫橋 橋梁 修繕
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
杵築市 点検計画

杵築市トンネル長寿命化修繕計画
杵築市 杵築市 市道下野田線 下野田トンネル トンネル 修繕

宇佐市橋梁長寿命化修繕計画
宇佐市 宇佐市 大見尾三反田線 三反田橋 橋梁 修繕
宇佐市 宇佐市 御沓打上線 打上橋 橋梁 修繕
宇佐市 宇佐市 井ノ川・床並線 ながんだ橋 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 下市小原線 小原橋 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 柿の木田線 左京橋 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 古川本線 毘沙門橋 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 小峰・山下線 稲荷橋 橋梁 修繕
宇佐市 宇佐市 谷神出線 谷橋 橋梁 修繕
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 中庄・猿渡線 諸田橋 橋梁 修繕
宇佐市 宇佐市 田平西椎谷線 赤岩橋 橋梁 修繕
宇佐市 宇佐市 日足・正覚寺線 伏田橋 橋梁 修繕
宇佐市 宇佐市 拝田新洞線 新洞橋 橋梁 修繕
宇佐市 宇佐市 伏田・金丸線 寄藻橋 橋梁 修繕
宇佐市 点検計画

宇佐市トンネル長寿命化修繕計画
宇佐市 宇佐市 岩の下線 岩ノ下トンネル トンネル 修繕
宇佐市 宇佐市 下恵良栗山線 深迫隧道 トンネル 修繕
宇佐市 宇佐市 塔尾三反田線 櫟ヶ平隧道 トンネル 修繕

豊後大野市橋梁長寿命化修繕計画
豊後大野市 豊後大野市 市道大手木線 受川橋 橋梁 修繕
豊後大野市 豊後大野市 市道奥畑線 原の水橋 橋梁 修繕
豊後大野市 豊後大野市 市道下玉田市原線 観音橋 橋梁 修繕
豊後大野市 豊後大野市 市道下鷲谷線 下鷲谷橋 橋梁 修繕
豊後大野市 豊後大野市 市道仮宿岩上線 飛尾橋 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
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

豊後大野市 豊後大野市 市道宮ノ下線 宮ノ下橋 橋梁 修繕
豊後大野市 豊後大野市 市道三郎橋線 三郎橋 橋梁 修繕
豊後大野市 豊後大野市 市道山ノ口線 麻生橋 橋梁 修繕
豊後大野市 豊後大野市 市道上小坂広瀬線 広瀬橋 橋梁 修繕
豊後大野市 豊後大野市 市道上小坂広瀬線 天神橋 橋梁 修繕
豊後大野市 豊後大野市 市道上田原中原線 樋掛橋 橋梁 修繕
豊後大野市 豊後大野市 市道赤道梅ノ木線 赤道橋 橋梁 修繕
豊後大野市 豊後大野市 市道代線 代橋 橋梁 修繕
豊後大野市 豊後大野市 市道中学校宇土線 天神橋 橋梁 修繕
豊後大野市 豊後大野市 市道佃原六口線 六口橋 橋梁 修繕
豊後大野市 豊後大野市 市道土祝線 黒田橋 橋梁 修繕
豊後大野市 豊後大野市 市道馬場線 旧馬場橋 橋梁 修繕
豊後大野市 豊後大野市 市道梅生線 小河内橋 橋梁 修繕
豊後大野市 豊後大野市 市道梅津長小野線 久部中央橋 橋梁 修繕
豊後大野市 豊後大野市 市道八屋線 小園橋 橋梁 修繕
豊後大野市 豊後大野市 市道板山線 板屋橋 橋梁 修繕
豊後大野市 豊後大野市 市道板山線 板山２号橋 橋梁 修繕
豊後大野市 豊後大野市 市道福河内線 窟岩２号橋 橋梁 修繕
豊後大野市 豊後大野市 市道並石線 並石橋 橋梁 修繕
豊後大野市 豊後大野市 市道和下線 山ノ神橋 橋梁 修繕
豊後大野市 点検計画

豊後大野市トンネル長寿命化修繕計画
豊後大野市 豊後大野市 市道宇対瀬線 石佛トンネル トンネル 修繕
豊後大野市 豊後大野市 市道下山片島線 代三五トンネル トンネル 修繕
豊後大野市 豊後大野市 市道松谷三国線 松谷トンネル トンネル 修繕

由布市橋梁長寿命化修繕計画
由布市 由布市 市道みの草中線 みの草中１号橋 橋梁 修繕
由布市 由布市 市道円通寺影戸線 松ヶ尾橋 橋梁 修繕
由布市 由布市 市道梶屋小松線 観音橋 橋梁 修繕
由布市 由布市 市道橋爪佐平治線 五ヤ谷二号橋 橋梁 修繕
由布市 由布市 市道幸野畑線 湯ノ平橋 橋梁 修繕
由布市 由布市 市道若園線 若園２号橋 橋梁 修繕
由布市 由布市 市道小平線 厳島橋 橋梁 修繕
由布市 由布市 市道小野屋原口線 新竜橋 橋梁 修繕
由布市 由布市 市道小野屋畑田線 小野屋橋 橋梁 修繕
由布市 由布市 市道上武宮真願寺線 西南橋 橋梁 修繕
由布市 由布市 市道仁瀬小袋線 仁瀬２号橋 橋梁 修繕
由布市 由布市 市道扇山線 両郡橋 橋梁 修繕
由布市 由布市 市道袋尾萩尾線 中渡橋 橋梁 修繕
由布市 由布市 市道大龍成合線 山鶴１号橋 橋梁 修繕
由布市 由布市 市道猪野瀬口線 蟹倉橋 橋梁 修繕
由布市 由布市 市道長湯庄内湯の平線 栢ノ木大橋 橋梁 修繕
由布市 由布市 市道天神山長野線 猪野大橋 橋梁 修繕
由布市 由布市 市道湯平山下線 田野橋 橋梁 修繕
由布市 由布市 市道粕掛線 台橋 橋梁 修繕
由布市 由布市 市道平原室屋線 下平原橋 橋梁 修繕
由布市 由布市 市道並柳線 上千年橋 橋梁 修繕
由布市 点検計画

由布市トンネル長寿命化修繕計画
由布市 由布市 市道長湯庄内湯ﾉ平線 本峠トンネル トンネル 修繕

国東市橋梁長寿命化修繕計画
国東市 国東市 市道オレンジロード安岐線 吉松橋 橋梁 修繕
国東市 国東市 市道オレンジロード安岐線 七郎橋 橋梁 修繕
国東市 国東市 市道オレンジロード武蔵線 志和利橋 橋梁 修繕
国東市 国東市 市道井ノ尻線 井の尻橋 橋梁 修繕
国東市 国東市 市道一反田宮ノ尻線 櫛海橋 橋梁 修繕
国東市 国東市 市道一反田宮ノ尻線 宝来橋 橋梁 修繕
国東市 国東市 市道影山線 神田橋 橋梁 修繕
国東市 国東市 市道間熊金藤線 間熊橋 橋梁 修繕
国東市 国東市 市道丸小野陰平線 丸小野寺橋 橋梁 修繕
国東市 国東市 市道丸小野中道線 前田橋 橋梁 修繕
国東市 国東市 市道幾司前田線 幾司前田橋 橋梁 修繕
国東市 国東市 市道吉広麻田線 大明橋 橋梁 修繕
国東市 国東市 市道吉松本線 尾崎橋 橋梁 修繕
国東市 国東市 市道手野志和利線 秀橋 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
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

国東市 国東市 市道諸田中台川床線 清水橋 橋梁 修繕
国東市 国東市 市道仁王石ノ田線 大道橋 橋梁 修繕
国東市 国東市 市道西村西方寺線 倉谷橋 橋梁 修繕
国東市 国東市 市道中田陰平線 小迫橋 橋梁 修繕
国東市 国東市 市道中道線 中道橋 橋梁 修繕
国東市 国東市 市道長浜浜崎線 大田橋 橋梁 修繕
国東市 国東市 市道鳥越線 鳥越橋 橋梁 修繕
国東市 国東市 市道通り山線 北江陸橋 橋梁 修繕
国東市 国東市 市道田深港鶴川港線 港橋 橋梁 修繕
国東市 国東市 市道田深富来浦線 北江橋 橋梁 修繕
国東市 国東市 市道奈良原浜線 新橋 橋梁 修繕
国東市 国東市 市道浜崎川原線 瀬和田橋 橋梁 修繕
国東市 国東市 市道仏野線 仏野橋 橋梁 修繕
国東市 点検計画

国東市トンネル長寿命化修繕計画
国東市 国東市 市道オレンジロード安岐線 おおそい隧道 トンネル 修繕
国東市 国東市 市道オレンジロード安岐線 七郎隧道 トンネル 修繕
国東市 国東市 市道オレンジロード安岐線 油留木隧道 トンネル 修繕
国東市 国東市 市道オレンジロード国東線 高雲隧道 トンネル 修繕
国東市 国東市 市道オレンジ道路国見線 岐部隧道 トンネル 修繕
国東市 国東市 市道オレンジ道路国見線 上松隧道 トンネル 修繕

日出町橋梁長寿命化修繕計画
日出町 点検計画

九重町橋梁長寿命化修繕計画
九重町 九重町 町道梅ノ木線 山神橋 橋梁 修繕
九重町 九重町 町道大竹線 大竹第1橋 橋梁 修繕
九重町 九重町 町道東河内線 東河内橋 橋梁 修繕
九重町 九重町 町道吉部花牟礼線 藪の肩橋 橋梁 修繕
九重町 九重町 町道釣書曲線 書曲橋 橋梁 修繕
九重町 九重町 町道無田硫黄山線 藪川橋 橋梁 修繕
九重町 点検計画

玖珠町橋梁長寿命化修繕計画
玖珠町 玖珠町 町道下綾垣・本村線 花園橋 橋梁 修繕
玖珠町 玖珠町 町道上庄屋線 上庄屋橋 橋梁 修繕
玖珠町 玖珠町 町道柿西・矢野線 柿西橋 橋梁 修繕
玖珠町 玖珠町 町道車谷線 筒井橋 橋梁 修繕
玖珠町 玖珠町 町道元組線 粟野橋 橋梁 修繕
玖珠町 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：大分県 単位：百万円

癒やしの里「のつはるまち」地域資源活用計画 大分市 40

　小　計 40

※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



大 分 県

水管理・国土保全局



令和４年度当初予算　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 487　
《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 610　 大分市
おおいたし

大野川 大野川 一般河川改修事業 315　 大分市
おおいたし

番匠川 番匠川 一般河川改修事業 220　 佐伯市
さ い き し

筑後川 筑後川 一般河川改修事業 3,739　

《福岡県
ふくおかけん

》久留米市
く る め し

、うきは市
し

《佐賀県
さ が け ん

》佐賀市
さ が し

、鳥栖
と す

市
し

、神埼
かんざき

市
し

《大分県
おおいたけん

》日田市
ひ た し

大分川 大分川 河川工作物関連応急対策事業 34　 大分市
おおいたし

大野川 大野川 河川工作物関連応急対策事業 19　 大分市
おおいたし

番匠川 番匠川 河川工作物関連応急対策事業 65　 佐伯市
さ い き 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・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（下流） 大規模特定河川事業 116　 中津市
な か つ し

山国川 山国川 大規模特定河川事業 160　 中津市
な か つ し

筑後川 二串川 大規模特定河川事業 130　 日田市
ひ た し

筑後川 野上川 大規模特定河川事業 450　 九重町
ここのえまち

高山川 高山川 大規模特定河川事業 50　 杵築市
き つ き し

八坂川 八坂川 大規模特定河川事業 60　 杵築市
き つ き し

番匠川 堅田川 河川メンテナンス事業 62　 ※個別施設については、別紙参照



令和４年度当初予算　河川メンテナンス事業（補助・大分県）

※点検及び計画策定のみの箇所は記載していない。

別　　　紙

実施主体 市町村名 水系名 河川名 施設名 備　　　　　考

大分県 佐伯市
さ い き し

番匠川 堅田川 樋門（番匠川50-1）　等

応急対策事業



大分県

　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。

( 2,560)

河川整備事業費 2,560 

　治水ダム等建設事業費補助

( 2,560)

　　建設工事 2,560 

( 2,560)

竹田水害緊急治水ダム 2,560 玉来ダム

事項 ダム名 備　　　　考



令和４年度当初予算　ダムメンテナンス事業（補助・大分県）

（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 国東市、津久見市、佐伯市、竹田市 255 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・大分県）

別　　　紙

実施主体 市町村名 水系名 河川名 ダム名

国東市 安岐川 安岐川 安岐ダム

津久見市 青江川 青江川 青江ダム

佐伯市 番匠川 床木川 床木ダム

佐伯市 番匠川 堅田川 黒沢ダム

竹田市 大野川 稲葉川 稲葉ダム

大分県



砂防
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

大規模特定 さかいがわ いたちがわ べっぷし みなみたていし けいりゅうほぜんこう

砂防等事業 境川 板地川 別府市 南立石 渓流保全工 5
さかいがわ さかいがわ べっぷし みなみたていし さぼうえんていこう

境川 境川 別府市 南立石 砂防堰堤工 220

小計 ２箇所 225

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 45
やまぐにがわ ひらばるしもかわ なかつし やばけいまちおおの さぼうえんていこう

山国川 平原下川 中津市 耶馬溪町大野 砂防堰堤工 65
やまぐにがわ 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 さぼうえんていこう

駅館川 矢崎川① 宇佐市 安心院町矢崎 砂防堰堤工 50
やまぐにがわ 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 50

小計 ５箇所 211

７箇所 436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（大分県　1/5）

所在地
事業区分 水系名 渓流名



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 かごうのがわ　ほか ゆ　ふ　し ゆふいんまちゆのひら ろうきゅうかたいさく

事業 花合野川　外 由布市 湯布院町湯平 老朽化対策 621

１箇所 621
※急傾斜の事業費は補助基本額である

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（大分県　2/5）

事業区分 水系名
渓流名
箇所名

所在地

合計



※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

ぶんごたかだし またまちく　ほか またまちくきゅうけいしゃちほうかいぼうししせつ　とう

大分県 豊後高田市 真玉地区　外 真玉地区急傾斜地崩壊防止施設　等 擁壁工　等 改築　等
くにさきし あかまつがわ　ほか あかまつがわさぼうえんてい　とう

国東市 赤松川　外 赤松川砂防堰堤　等 砂防堰堤工　等 改築　等

ひめしまむら ひがしおおみAちく　ほか ひがしおおみAちくきゅうけいしゃちほうかいぼうししせつ　とう

姫島村 東大海A地区　外 東大海A地区急傾斜地崩壊防止施設　等 法面工　等 改築　等
べっぷし にごうしのゆちく　ほか にごうしのゆちくきゅうけいしゃちほうかいぼうししせつ　とう

別府市 ２号四の湯地区　外 ２号四の湯地区急傾斜地崩壊防止施設　等 擁壁工　等 改築　等
きつきし なだてちく　ほか なだてちくきゅうけいしゃちほうかいぼうししせつ　とう

杵築市 灘手地区　外 灘手地区急傾斜地崩壊防止施設　等 擁壁工　等 改築　等
ひじまち ひびらがわ　ほか ひびらがわけいりゅうほぜんこう　とう

日出町 日平川　外 日平川渓流保全工　等 渓流保全工　等 改築　等
おおいたし せきちく　ほか せきちくきゅうけいしゃちほうかいぼうししせつ　とう

大分市 関地区　外 関地区急傾斜地崩壊防止施設　等 擁壁工　等 改築　等
ゆ　ふ　し かごうのがわ　ほか かごうのがわさぼうえんてい　とう

由布市 花合野川　外 花合野川砂防堰堤　等 砂防堰堤工　等 改築　等
う す き し ほんかきかわうちがわ　ほか ほんかきかわうちがわさぼうえんてい　とう

臼杵市 本垣河内川　外 本垣河内川砂防堰堤　等 砂防堰堤工　等 改築　等
つくみし まつあいがわ　ほか まつあいがわさぼうえんてい　とう

津久見市 松合川　外 松合川砂防堰堤　等 砂防堰堤工　等 改築　等

さ い き し やまぐちがわ　ほか やまぐちがわさぼうえんてい　とう

佐伯市 山口川　外 山口川砂防堰堤　等 砂防堰堤工　等 改築　等
ぶんごおおのし なかつむれがわ　ほか なかつむれがわさぼうえんてい　とう

豊後大野市 中津無礼川　外 中津無礼川砂防堰堤　等 砂防堰堤工　等 改築　等

たけたし しもやぐらちく　ほか しもやぐらちくきゅうけいしゃちほうかいぼうししせつ　とう

竹田市 下矢倉地区　外 下矢倉地区急傾斜地崩壊防止施設　等 擁壁工　等 改築　等
ここのえまち しらみずがわ　ほか しらみずがわさぼうえんてい　とう

九重町 白水川　外 白水川砂防堰堤　等 砂防堰堤工　等 改築　等

くすまち くすがわ　ほか くすがわさぼうえんてい　とう

玖珠町 玖珠川　外 玖珠川砂防堰堤　等 砂防堰堤工　等 改築　等
ひたし うめきがわ　ほか うめきがわさぼうえんてい　とう

日田市 梅木川　外 梅木川砂防堰堤　等 砂防堰堤工　等 改築　等

なかつし くらたにがわ　ほか くらたにがわさぼうえんてい　とう

中津市 倉谷川　外 倉谷川砂防堰堤　等 砂防堰堤工　等 改築　等

う　さ　し ほうしょうざんちく　ほか ほうしょうざんちくきゅうけいしゃちほうかいぼうししせつ　とう

宇佐市 宝性山地区　外 宝性山地区急傾斜地崩壊防止施設　等 擁壁工　等 改築　等
けんかいちえん けんかいちえん ちょうじゅみょうかけいかくさくてい

県下一円 県下一円 長寿命化計画策定

令和４年度　当初予算　砂防メンテナンス事業箇所表（大分県　3/5）

事業主体名 市町村名
渓流名
箇所名



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 かみたにがわ ひたし かみつえまちかみのだ さぼうえんていこう

砂防事業 筑後川 上谷川 日田市 上津江町上野田 砂防堰堤工 5

ちくごがわ みやたがわ ひたし なかつえむらとちの さぼうえんていこう

筑後川 宮田川 日田市 中津江村栃野 砂防堰堤工 55

2箇所 60

令和４年度　当初予算　特定緊急砂防事業費補助箇所別調書（大分県　4/5）

所在地事業区分 水系名 渓流名

合計



工種 事業費 備考
市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

特定緊急 かしわの ゆふし はさままちかしわの くいこう

地すべり事業 柏野 由布市 挾間町柏野 杭工 20

１箇所 20

令和４年度　当初予算　特定緊急地すべり対策事業費補助箇所別調書（大分県　5/5）

所在地事業区分 水系名 渓流名

合計



大分県 （単位：百万円）

海岸メンテナンス事業 宇佐・臼野海岸 中津市
な か つ し

、宇佐市
う さ し

、豊後高田
ぶ ん ご た か だ

市
し

　等
と う 66 ※個別内容については、別紙参照

大分県　計 66

備考

令和４年度　配分予算
（水管理・国土保全局海岸室所管　補助海岸事業）

事　業　名 海岸名 市町村名 事業費



令和４年度当初予算　海岸メンテナンス事業（補助・大分県）

※点検及び計画策定のみの箇所は記載していない。

別　　　紙

都道府県 市町村 海岸 施設 備　　　　　考

大分県
中津市、宇佐市、豊後高田市、姫島
村、国東市、杵築市、日出町、別府
市、大分市

宇佐・臼野海岸メンテナンス事業 護岸



令和４年度当初予算　下水道事業

都道府県名：大分県 （単位：千円）

大分市賀来地区未普及解消事業 大分市 民間活力イノベーション推進下水道事業 488,300 228,050

大分市下水汚泥燃料化事業 大分市 民間活力イノベーション推進下水道事業 200,000 101,650

北部第３排水区大規模雨水処理施設
整備事業

中津市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

291,590 145,795

事業名 事業主体 事業種別 事業費 国費

計 979,890 475,495



大　分　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　 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 摘　　要

1/2, 600,421

大分市 大分市 継続 大分市中心市街地地区 4.5/10 285,200

38,000

大分市 大分市 継続 大友氏遺跡歴史公園周辺地区(第2期） 1/2 19,000

712,600

大分市 大分市 継続 鶴崎地区 1/2 356,300

43,600

別府市 別府市 継続 別府公園周辺地区 1/2 21,800

1/2, 242,316

豊後高田市 豊後高田市 新規 豊後高田昭和の町周辺地区 4.5/10 115,100

25,000

国東市 国東市 新規 国東市役所周辺地区 1/2 12,500

1,661,937

合計 809,900

内示額について、下段を国費とする。



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: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 （都） 庄の原佐野線 大分市 下郡工区 1,920 大分中央幹線道路

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:大分県 (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 大分市 辻堂踏切道 大分市 70



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: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 837

(国)197号(鶴崎拡幅)〔大分市〕、(国)210号(大道工区)
〔大分市〕、(国)500号(汐見工区)〔別府市〕、(国)500号
(石垣工区)〔別府市〕、(国)500号(鉄輪工区)〔別府
市〕、(国)442号(宗方工区)〔大分市〕、(都)南立石亀川
線〔別府市〕

無電柱化推進計画事業 大分市 大分県無電柱化推進計画事業 90
(市)荷揚舞鶴(城崎工区)、(市)府内3号(府内工区)、
(市)荷揚4号線外(荷揚工区)



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: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

交通安全対策（通学路緊急対策） 大分県 大分県通学路緊急対策推進計画 3,808

宗方小学校、亀川小学校、大平山小学校、今津小学
校、山口小学校、鶴居小学校、如水小学校、北部小
学校、石井小学校、有田小学校、下堅田小学校、松
浦小学校、八幡小学校、木立小学校、臼杵小学校、
臼杵南小学校、久住小学校、直入小学校、都野小学
校、河内小学校、高田小学校、山香小学校、大内小
学校、豊洋小学校、院内中部小学校、高家小学校、
佐田小学校、津房小学校、天津小学校、南院内小学
校、三重東小学校、塚原小学校、由布院小学校、安
岐小学校、安岐中央小学校、志成学園、富来小学
校、飯田小学校、森中央小学校、松岡小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 大分市 大分県大分市通学路緊急対策推進計画 982

横瀬小学校、賀来小学校、金池小学校、戸次小学
校、高田小学校、春日町小学校、松岡小学校、城南
小学校、碩田学園、大在小学校、田尻小学校、東大
分小学校、東稙田小学校、別保小学校、豊府小学
校、明治小学校、明治北小学校、明野西小学校、明
野北小学校、稙田小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 別府市 大分県別府市通学路緊急対策推進計画 418
亀川小学校、境川小学校、大平山小学校、南小学
校、緑丘小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 中津市 大分県中津市通学路緊急対策推進計画 321
三保小学校、城井小学校、大幡小学校、北部小学
校、秣小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 日田市 大分県日田市通学路緊急対策推進計画 540 いつま小学校、光岡小学校



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:大分県 (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） 佐伯市 大分県佐伯市通学路緊急対策推進計画 146 佐伯東小学校、青山小学校、木立小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 臼杵市 大分県臼杵市通学路緊急対策推進計画 94 臼杵小学校、市浜小学校、野津小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 津久見市 大分県津久見市通学路緊急対策推進計画 328 青江小学校、津久見小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 竹田市 大分県竹田市通学路緊急対策推進計画 64 久住小学校、城原小学校、南部小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 豊後高田市 大分県豊後高田市通学路緊急対策推進計画 264
臼野小学校、河内小学校、桂陽小学校、高田小学
校、真玉小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 宇佐市 大分県宇佐市通学路緊急対策推進計画 187
駅館小学校、四日市北小学校、封戸小学校、柳ヶ浦
小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 豊後大野市 大分県豊後大野市通学路緊急対策推進計画 6 新田小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 由布市 大分県由布市通学路緊急対策推進計画 29 挟間小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 玖珠町 大分県玖珠町通学路緊急対策推進計画 74 森中央小学校、塚脇小学校



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:大分県

整備計画名 要素事業名 市町村名 事業主体

一般国道442号　宗方拡幅 大分市 大分県

（都）鶴崎駅前松岡線　松岡1工区 大分市 大分県

一般国道500号　明礬 別府市 大分県

（一）別府山香線　内竈２工区 別府市 大分県

（主）中津高田線　角木工区 中津市 大分県

（一）渋見成恒中津線　原口２工区 中津市 大分県

（一）渋見成恒中津線　田口工区 中津市 大分県

（一）中津吉富線　合馬工区 中津市 大分県

（一）鍋島植野線　植野２工区 中津市 大分県

（一）万田四日市線　永添２工区 中津市 大分県

（一）西有田豆田線　西有田工区 日田市 大分県

（一）朝田日田線　銭花工区 日田市 大分県

一般国道217号　戸穴バイパス 佐伯市 大分県

一般国道388号　木立工区 佐伯市 大分県

（一）梶寄浦佐伯線　吹浦工区 佐伯市 大分県

（一）床木海崎停車場線　海崎２工区 佐伯市 大分県

（一）色宮港木立線　大野東工区 佐伯市 大分県

（一）長良木立線　長良工区 佐伯市 大分県

一般国道502号　掻懐工区 臼杵市 大分県

（一）臼杵津久見線　臼杵工区 臼杵市 大分県

（主）庄内久住線　久住工区 竹田市 大分県

（主）庄内久住線　新田工区 竹田市 大分県

（主）庄内久住線　都野工区 竹田市 大分県

一般国道213号　新地工区 豊後高田市 大分県

（主）豊後高田安岐線　森工区 豊後高田市 大分県

一般国道213号　狩宿 杵築市 大分県

（一）佐田山香線　立石工区 杵築市 大分県

（一）成仏杵築線　大内工区 杵築市 大分県

一般国道387号　下余工区 宇佐市 大分県

一般国道387号　櫛野拡幅 宇佐市 大分県

（主）下時枝今津停車場線　富山工区 宇佐市 大分県

（主）山香院内線　佐田工区 宇佐市 大分県

（主）中津高田線　浜高家工区 宇佐市 大分県

（主）津房木裳線　六郎丸工区 宇佐市 大分県

一般国道326号　小坂工区 豊後大野市 大分県

（一）鳥越湯布院線　由布見通り 由布市 大分県

（一）別府湯布院線　川上工区 由布市 大分県

一般国道213号　東堅来工区 国東市 大分県

（一）国東安岐線　つつじヶ丘工区 国東市 大分県

（一）国東安岐線　下原2工区 国東市 大分県

（一）糸原杵築線　みのべ工区 国東市 大分県

（主）飯田高原中村線　田野工区 九重町 大分県

（一）書曲野田線　松木～岩室工区 玖珠町 大分県

（市）ふじが丘団地3号線　ほかふじが丘工区ほか(2) 大分市 大分市

（市）ふじが丘団地40号線ほか　ふじが丘工区ほか(1) 大分市 大分市

（市）金池顕徳2号線　金池工区 大分市 大分市

（市）春日大通り田室町線　春日工区 大分市 大分市

（市）松岡西14号線　松岡工区 大分市 大分市

（市）上田1号線外　羽屋工区ほか 大分市 大分市

（市）城崎弁天線　城崎工区 大分市 大分市

（市）城南小学校南線　永興工区 大分市 大分市

（市）森葛木団地線　森工区 大分市 大分市

（市）政所山の手1号線 大分市 大分市

大分県通学路緊急対策推進計画

大分県大分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:大分県

整備計画名 要素事業名 市町村名 事業主体

（市）千歳東原1号線 大分市 大分市

（市）大原江又線 大分市 大分市

（市）大在駅一木線　政所工区 大分市 大分市

（市）田尻・鴛野線　田尻工区ほか(1) 大分市 大分市

（市）田尻・鴛野線　田尻工区ほか(2) 大分市 大分市

（市）都町・王子中線　春日工区ほか 大分市 大分市

（市）富士見が丘東2号線　富士見が丘工区 大分市 大分市

（市）北浜線 大分市 大分市

（市）明野西南北22号線、（市）明野西東西34号線　明野工区(1) 大分市 大分市

（市）明野西南北22号線、（市）明野西東西34号線　明野工区(2) 大分市 大分市

（市）明野南18号線　明野工区 大分市 大分市

（市）木ノ上東院線　中島工区 大分市 大分市

（市）木ノ上東院線　田原工区(1) 大分市 大分市

（市）木ノ上東院線　田原工区(2) 大分市 大分市

（市）田尻グリーンハイツ１号線　田尻工区 大分市 大分市

（市）木ノ上口戸線　木上工区 大分市 大分市

（市）タウンヒルズ猪野団地1号線 大分市 大分市

（市）賀来1号線　賀来工区 大分市 大分市

（市）丸亀関園線 大分市 大分市

（市）川床楠木生2号線　戸次工区 大分市 大分市

（市）中島森ノ木線　中島工区(1) 大分市 大分市

（市）中島森ノ木線　中島工区(2) 大分市 大分市

（市）中尾1号線　中尾工区 大分市 大分市

（市）猪野森町線　森町工区 大分市 大分市

（市）牧二丁目1号線 大分市 大分市

（市）旧坊主別府線　竹の内工区 別府市 別府市

（市）野口原実相寺公園道路　鶴見工区 別府市 別府市

（市）朝見～北石垣線　石垣工区 別府市 別府市

（都）山田関の江線ほか１線　亀川工区 別府市 別府市

（都）浜脇秋葉線　浜脇・南町工区 別府市 別府市

（市）田中森山線　外3線　犬丸・福島工区 中津市 中津市

（市）宮ノ馬場町丈線　平田工区 中津市 中津市

（市）御澄池東通り線　大貞・加来工区 中津市 中津市

（市）成恒西秣線　上秣・西秣工区 中津市 中津市

（都）宮永角木線　北部工区 中津市 中津市

（市）本城線　五馬市工区 日田市 日田市

（都）三郎丸西有田線　丸山工区 日田市 日田市

（都）友田徳瀬線　新治工区 日田市 日田市

（市）前方大野線　大野工区 佐伯市 佐伯市

（市）府坂棚野線　棚野工区 佐伯市 佐伯市

（都）馬場常盤線 佐伯市 佐伯市

（市）荒瀬原　線原工区 臼杵市 臼杵市

（市）日当原線　宮原工区 臼杵市 臼杵市

（市）港町22号線ほか　城南工区 臼杵市 臼杵市

（市）市浜55・56号線　戸室工区 臼杵市 臼杵市

（市）岩屋線　岩屋工区 津久見市 津久見市

（市）蔵富線　長野工区 津久見市 津久見市

（市）岡城線　阿蔵工区 竹田市 竹田市

（市）嶋崎線　下坂田工区 竹田市 竹田市

（市）南梅木線　久住工区 竹田市 竹田市

（市）宇佐払田線　森工区 豊後高田市 豊後高田市

（市）致斉城庄屋線　西真玉工区 豊後高田市 豊後高田市

（市）森野部線　森工区 豊後高田市 豊後高田市

大分県別府市通学路緊急対策推進計画

大分県中津市通学路緊急対策推進計画

大分県日田市通学路緊急対策推進計画

大分県大分市通学路緊急対策推進計画

大分県豊後高田市通学路緊急対策推進計画

大分県佐伯市通学路緊急対策推進計画

大分県臼杵市通学路緊急対策推進計画

大分県津久見市通学路緊急対策推進計画

大分県竹田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:大分県

整備計画名 要素事業名 市町村名 事業主体

（市）高校線　志手町工区 豊後高田市 豊後高田市

（市）新地来縄線　新地工区 豊後高田市 豊後高田市

（市）徳久保線　臼野工区 豊後高田市 豊後高田市

（市）江須賀中央線　江須賀工区 宇佐市 宇佐市

（市）上田四日市線　上田工区 宇佐市 宇佐市

（市）西木・水崎線　青森工区 宇佐市 宇佐市

（市）東上田・城井線　上田工区 宇佐市 宇佐市

大分県豊後大野市通学路緊急対策推進計画 （市）深田十文線　深田工区 豊後大野市 豊後大野市

大分県由布市通学路緊急対策推進計画 （市）向原野田線ほか　挾間工区ほか 由布市 由布市

（町）中島線　中島工区 玖珠町 玖珠町

（町）長刎線　岩室工区 玖珠町 玖珠町
大分県玖珠町通学路緊急対策推進計画

大分県豊後高田市通学路緊急対策推進計画

大分県宇佐市通学路緊急対策推進計画



大 分 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 大分県
地区名 事業名 事業費 備考

敷戸地区 地域居住機能再生推進事業 109,200
109,200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 大分県
地区名 事業名 事業費 備考

大分市 空き家対策総合支援事業 12,000
別府市 空き家対策総合支援事業 5,000
臼杵市 空き家対策総合支援事業 19,500

36,500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 大分県
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 433,840
433,840合計



スマートウェルネス住宅等推進（地域生活拠点型再開発）事業　実施計画（令和４年度　当初配分）

（単位：千円）

都道府県 大分県
地区名 事業名 事業費 備考

末広町一丁目地区 スマートウェルネス住宅等推進（地域生活拠点型再開発）事業 747,180
747,180合計



港 湾 局

(単位：百万円)

事業区分 区分別事業費

大分県
大分県
大分県重 要 港 湾 中 津 大 分 県 小 計 131
大分県 直 轄 118
大分県 補 助 13
大分県
大分県 別 府 大 分 県 小 計 114
大分県 直 轄 114
大分県
大分県 大 分 大 分 県 小 計 544
大分県 直 轄 144
大分県 補 助 400
大分県
大分県 津 久 見 大 分 県 小 計 9
大分県 補 助 9
大分県
大分県 佐 伯 大 分 県 小 計 1,140
大分県 直 轄 1,140
大分県
大分県統 合 補 助 統 合 補 助 大 分 県 小 計 486
大分県 補 助 486
大分県

2,424

港　　格　　等 港　　名 港湾管理者

令和4年度事業費

摘　　要

大 分 県

令 和 ４ 年 度　 港 湾 整 備 事 業 予 算 

合　　　　計



港 湾 局

(単位：百万円)

高 潮 対 策 大 分 大 分 県 小 計 1,152

直 轄 1,152

老 朽 化 対 策 別 府 大 分 県 小 計 10

補 助 10

佐 伯 大 分 県 小 計 10 離島

補 助 10 離島

長寿命化計画 大 分 県 小 計 5 離島

補 助 5 離島

1,177

大 分 県

令 和 ４ 年 度　 海 岸 事 業 予 算

事 業 種 別 海 岸 名 海岸管理者
令和4年度事業費

摘　　要

事 業 区 分 区分別事業費

合　　　　計



［直轄＋補助］ （単位：百万円)

事 業 費 主　　　要　　　内　　　容

（内地）

仙 台 317 庁舎改修、無線施設整備、気象施設整備等

羽 田 47,275
人工地盤整備、空港アクセス鉄道整備、浸水対策、耐震対策、滑走路改
良、誘導路改良、エプロン改良、建築施設整備、無線施設整備、照明施設
整備、気象施設整備、教育施設・住宅防音工事補助等

新 潟 3,763
浸水対策、滑走路端安全区域整備、誘導路改良、無線施設整備、照明施設
整備、住宅防音工事補助等

広 島 1,863
浸水対策、滑走路端安全区域整備、エプロン改良、無線施設整備、気象施
設整備等

高 松 566 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備等

松 山 1,578
エプロン拡張、浸水対策、滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施
設整備、住宅防音工事補助等

高 知 3,277 浸水対策、無線施設整備、照明施設整備、住宅防音工事補助等

福 岡 27,456
滑走路増設、CIQ施設整備、浸水対策、耐震対策、無線施設整備、教育施
設・住宅防音工事補助等

北 九 州 448 浸水対策、無線施設整備、照明施設整備等

長 崎 3,217 浸水対策、滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備等

熊 本 3,356 CIQ施設整備、浸水対策、無線施設整備、照明施設整備等

大 分 1,771
エプロン拡張、浸水対策、耐震対策、滑走路端安全区域整備、滑走路改
良、無線施設整備、照明施設整備、住宅防音工事補助等

宮 崎 3,979
浸水対策、耐震対策、滑走路端安全区域整備、誘導路改良、無線施設整
備、照明施設整備、住宅防音工事補助等

鹿 児 島 1,673
誘導路新設、浸水対策、誘導路改良、無線施設整備、照明施設整備、気象
施設整備、住宅防音工事補助等

成 田 2,224 庁舎耐震対策、CIQ施設整備、無線施設整備、環境整備事業等

中 部 881 庁舎改修、無線施設整備等

関 西 2,598 庁舎改修、無線施設整備、照明施設整備、気象施設整備等

伊 丹 2,165 庁舎改修、無線施設整備、照明施設整備、気象施設整備等

秋 田 613
滑走路端安全区域整備、滑走路改良、無線施設整備、照明施設整備、気象
施設整備等

山 形 242 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備等

山 口 宇 部 94 浸水対策、無線施設整備等

青 森 525 滑走路改良、誘導路改良、エプロン改良、無線施設整備、気象施設整備等

花 巻 935 滑走路端安全区域整備、滑走路改良、無線施設整備、照明施設整備等

大 館 能 代 562 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備、気象施設整備

地 方 管 理 空 港

令和４年度　予算配分箇所表（空港整備）

区　　　　分

国 管 理 空 港

会 社 管 理 空 港

特定地方管理空港

1 / 4 



［直轄＋補助］ （単位：百万円)

事 業 費 主　　　要　　　内　　　容

令和４年度　予算配分箇所表（空港整備）

区　　　　分

庄 内 450 滑走路端安全区域整備、庁舎改修、無線施設整備

福 島 719 滑走路端安全区域整備、滑走路改良、無線施設整備等

富 山 301 滑走路改良、無線施設整備、照明施設整備等

能 登 51 滑走路端安全区域整備、耐震対策、無線施設整備

福 井 98 無線施設整備、気象施設整備

松 本 110 浸水対策、無線施設整備、照明施設整備

静 岡 430 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、気象施設整備等

神 戸 335 浸水対策、無線施設整備等

南 紀 白 浜 299 滑走路端安全区域整備、耐震対策、滑走路改良等

鳥 取 181 滑走路端安全区域整備、照明施設整備

出 雲 908 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備等

石 見 1,571 滑走路改良、無線施設整備、照明施設整備

岡 山 130 無線施設整備等

佐 賀 578 滑走路改良、エプロン改良、無線施設整備、照明施設整備等

三 沢 224 照明施設整備等

百 里 154 無線施設整備等

小 松 504 浸水対策、誘導路改良、エプロン改良、照明施設整備等

美 保 758 エプロン改良、照明施設整備等

岩 国 71 浸水対策等

徳 島 251 浸水対策、滑走路端安全区域整備、照明施設整備等

（北海道）

新 千 歳 6,692
誘導路新設、デアイシングエプロン新設、浸水対策、耐震対策、滑走路端
安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備、気象施設整備等

稚 内 140 浸水対策、無線施設整備、照明施設整備、気象施設整備等

釧 路 563 無線施設整備、照明施設整備、気象施設整備等

函 館 1,872
浸水対策、滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備、気象施
設整備、移転補償等事業等

旭 川 1,176 誘導路改良、無線施設整備、照明施設整備等

共 用 空 港

国 管 理 空 港

特定地方管理空港
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［直轄＋補助］ （単位：百万円)

事 業 費 主　　　要　　　内　　　容

令和４年度　予算配分箇所表（空港整備）

区　　　　分

帯 広 1,080 滑走路端安全区域整備、誘導路改良、無線施設整備等

利 尻 118 滑走路端安全区域整備、無線施設整備

奥 尻 63 滑走路端安全区域整備、無線施設整備

中 標 津 97 滑走路端安全区域整備、無線施設整備

紋 別 76 浸水対策、無線施設整備、照明施設整備

女 満 別 167 庁舎改修、無線施設整備等

札 幌 253 滑走路端安全区域整備、照明施設整備等

（離島）

大 島 78 耐震対策、無線施設整備

新 島 13 無線施設整備

神 津 島 13 無線施設整備

三 宅 島 204 無線施設整備

八 丈 島 398 無線施設整備

隠 岐 14 無線施設整備

対 馬 159 無線施設整備、照明施設整備

福 江 109 庁舎改修、無線施設整備

小 値 賀 6 照明施設整備

上 五 島 6 照明施設整備

壱 岐 3 浸水対策

種 子 島 100 滑走路端安全区域整備

屋 久 島 122 気象施設整備

（奄美）

奄 美 154 滑走路端安全区域整備、庁舎改修、無線施設整備、照明施設整備

喜 界 200 滑走路改良

徳 之 島 423 滑走路端安全区域整備、無線施設整備

地 方 管 理 空 港

地 方 管 理 空 港

共 用 空 港

地 方 管 理 空 港
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［直轄＋補助］ （単位：百万円)

事 業 費 主　　　要　　　内　　　容

令和４年度　予算配分箇所表（空港整備）

区　　　　分

沖 永 良 部 124 気象施設整備

与 論 50 場周柵改良

（沖縄）

那 覇 9,572
ターミナル地域の整備、浸水対策、耐震対策、滑走路改良、誘導路改良、
無線施設整備、照明施設整備、住宅防音工事補助等

粟 国 109 照明施設整備等

慶 良 間 112 照明施設整備等

久 米 島 178 無線施設整備、照明施設整備、気象施設整備

南 大 東 137 滑走路端安全区域整備、滑走路改良、誘導路改良、エプロン改良

北 大 東 519 滑走路改良等

伊 江 島 13 滑走路端安全区域整備

宮 古 113 滑走路端安全区域整備、庁舎改修、無線施設整備、照明施設整備等

下 地 島 666 無線施設整備、照明施設整備

多 良 間 69 滑走路端安全区域整備、無線施設整備

新 石 垣 65 浸水対策、無線施設整備等

波 照 間 2 無線施設整備

与 那 国 95 無線施設整備

名 古 屋 78 無線施設整備、照明施設整備

八 尾 378 誘導路改良、エプロン改良、無線施設整備、照明施設整備等

但 馬 12 無線施設整備

天 草 107 滑走路端安全区域整備

（注）各空港の計数は、それぞれ単位未満を四捨五入している。

国 管 理 空 港

地 方 管 理 空 港

その他の空港等
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令和４年度予算　船舶交通安全基盤整備事業　全国箇所表

[直轄事業]

対前年度倍率

海 上 保 安 庁 1 2,195 1.329

第 一 管 区
海 上 保 安 本 部

22 724 2.488

第 二 管 区
海 上 保 安 本 部

16 461 1.138

第 三 管 区
海 上 保 安 本 部

16 1,770 2.805

第 四 管 区
海 上 保 安 本 部

29 759 2.040

第 五 管 区
海 上 保 安 本 部

27 2,586 1.268

第 六 管 区
海 上 保 安 本 部

53 1,860 2.934

第 七 管 区
海 上 保 安 本 部

53 2,343 1.532

第 八 管 区
海 上 保 安 本 部

17 596 1.669

第 九 管 区
海 上 保 安 本 部

11 618 2.888

第 十 管 区
海 上 保 安 本 部

16 2,390 0.623

第 十 一 管 区
海 上 保 安 本 部

12 771 0.543

合　　　　　　　　計 271　※ 17,075 1.276

※端数処理の関係で、合計額は必ずしも一致しない。
※管区間等の重複事業箇所２箇所減算。

区　　　　分
事業箇所数
（箇所）

船舶交通安全基盤整備事業
（百万円）

第十一管区

海上保安庁

第三管区

第二管区

第一管区

第九管区

第八管区

第七管区

第六管区

第四管区
第五管区

第十管区



＜参考＞
管区 事業箇所名 事業箇所数
本庁 京浜港船舶交通安全基盤整備事業※ 1

小　　　　計 1
一 青苗岬船舶交通安全基盤整備事業 1

松前港船舶交通安全基盤整備事業(北海道) 1
恵山岬船舶交通安全基盤整備事業 1
葛登支岬船舶交通安全基盤整備事業 1
蛯谷漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
札刈漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
弁慶岬船舶交通安全基盤整備事業 1
襟裳岬船舶交通安全基盤整備事業 1
室蘭港船舶交通安全基盤整備事業 1
十勝大津船舶交通安全基盤整備事業 1
釧路港船舶交通安全基盤整備事業 1
焼尻島船舶交通安全基盤整備事業 1
増毛港船舶交通安全基盤整備事業 1
鴛泊船舶交通安全基盤整備事業 1
宗谷岬船舶交通安全基盤整備事業 1
石埼船舶交通安全基盤整備事業 1
能取岬船舶交通安全基盤整備事業 1
紋別船舶交通安全基盤整備事業 1
登栄床漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
落石岬船舶交通安全基盤整備事業 1
納沙布岬船舶交通安全基盤整備事業 1
苫小牧港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 22
二 龍飛埼船舶交通安全基盤整備事業 1

艫作埼船舶交通安全基盤整備事業 1
高野埼船舶交通安全基盤整備事業 1
大間港船舶交通安全基盤整備事業 1
三厩漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
奥内漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
浜奥内漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
鮫角船舶交通安全基盤整備事業 1
八木港船舶交通安全基盤整備事業 1
仙台塩釜港船舶交通安全基盤整備事業 1
長渡漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
気仙沼港船舶交通安全基盤整備事業 1
入道埼船舶交通安全基盤整備事業 1
酒田港船舶交通安全基盤整備事業 1
小良ケ浜船舶交通安全基盤整備事業 1
塩屋埼船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 16
三 京浜港船舶交通安全基盤整備事業※ 1

千葉港船舶交通安全基盤整備事業 1
勝浦船舶交通安全基盤整備事業 1
大原漁港船舶交通安全基盤整備事業(千葉県) 1
浜行川漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
太東漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
横須賀港船舶交通安全基盤整備事業 1
御前埼船舶交通安全基盤整備事業 1
川奈埼船舶交通安全基盤整備事業 1
伊豆岬船舶交通安全基盤整備事業 1
稲取漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
木更津港船舶交通安全基盤整備事業 1
浦賀水道航路船舶交通安全基盤整備事業 1
第二海堡船舶交通安全基盤整備事業 1
三崎漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
鹿島港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 16
四 名古屋港船舶交通安全基盤整備事業 1

衣浦港船舶交通安全基盤整備事業 1
福江港船舶交通安全基盤整備事業(愛知県) 1
栄生漁港船舶交通安全基盤整備事業 1



管区 事業箇所名 事業箇所数
角石船舶交通安全基盤整備事業 1
錦漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
甫母漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
大王埼船舶交通安全基盤整備事業 1
奈屋浦中ノ島船舶交通安全基盤整備事業 1
奈屋浦漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
桃取漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
鳥羽港船舶交通安全基盤整備事業 1
的矢港船舶交通安全基盤整備事業 1
退治埼八十島船舶交通安全基盤整備事業 1
三河港船舶交通安全基盤整備事業 1
一色港沖船舶交通安全基盤整備事業 1
東ノ島船舶交通安全基盤整備事業 1
四日市港船舶交通安全基盤整備事業 1
錦波カブリ船舶交通安全基盤整備事業 1
長島イ島船舶交通安全基盤整備事業 1
尾鷲港船舶交通安全基盤整備事業 1
宿田曾漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
住吉ノ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
浜島港船舶交通安全基盤整備事業 1
伊勢湾船舶交通安全基盤整備事業 1
カツオビラシ船舶交通安全基盤整備事業 1
吉津港船舶交通安全基盤整備事業 1
丸山出シ船舶交通安全基盤整備事業 1
伊良湖水道航路船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 29
五 大阪港船舶交通安全基盤整備事業 1

佐野漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
下荘漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
神戸港船舶交通安全基盤整備事業 1
育波漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
湊港船舶交通安全基盤整備事業 1
津名港船舶交通安全基盤整備事業 1
姫路港船舶交通安全基盤整備事業 1
坊勢漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
雑賀埼船舶交通安全基盤整備事業 1
足摺岬船舶交通安全基盤整備事業 1
奈半利港船舶交通安全基盤整備事業 1
赤岡漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
室戸岬漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
佐喜浜港船舶交通安全基盤整備事業 1
明石海峡航路船舶交通安全基盤整備事業 1
尼崎西宮芦屋港船舶交通安全基盤整備事業 1
洲本沖船舶交通安全基盤整備事業 1
セメント磯船舶交通安全基盤整備事業 1
垂水漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
播磨灘北航路船舶交通安全基盤整備事業※ 1
播磨灘航路船舶交通安全基盤整備事業 1
東播磨港船舶交通安全基盤整備事業 1
和歌山下津港船舶交通安全基盤整備事業 1
堺漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
文里港船舶交通安全基盤整備事業 1
田辺灘島船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 27
六 広島港船舶交通安全基盤整備事業 1

六島船舶交通安全基盤整備事業 1
高島漁港船舶交通安全基盤整備事業(岡山県) 1
柱島港船舶交通安全基盤整備事業 1
久賀港船舶交通安全基盤整備事業 1
大多府島船舶交通安全基盤整備事業 1
豊島漁港船舶交通安全基盤整備事業(広島県) 1
尾道糸崎港船舶交通安全基盤整備事業 1
山口港船舶交通安全基盤整備事業 1
地蔵埼船舶交通安全基盤整備事業 1



管区 事業箇所名 事業箇所数
高松港船舶交通安全基盤整備事業 1
庵治白石礁船舶交通安全基盤整備事業 1
佐田岬船舶交通安全基盤整備事業 1
松山港船舶交通安全基盤整備事業 1
汐出磯船舶交通安全基盤整備事業 1
油トリ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
今治港船舶交通安全基盤整備事業 1
ウズ鼻船舶交通安全基盤整備事業 1
水島港船舶交通安全基盤整備事業 1
播磨灘北航路船舶交通安全基盤整備事業※ 1
鹿川港船舶交通安全基盤整備事業 1
大畠航路船舶交通安全基盤整備事業 1
広島湾船舶交通安全基盤整備事業 1
大砠船舶交通安全基盤整備事業 1
呉港船舶交通安全基盤整備事業 1
小アジワ島船舶交通安全基盤整備事業 1
備後灘航路船舶交通安全基盤整備事業 1
ワンワン瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
馬立ノ鼻沖船舶交通安全基盤整備事業 1
城出シ磯船舶交通安全基盤整備事業 1
瀬戸田港船舶交通安全基盤整備事業 1
徳山下松港船舶交通安全基盤整備事業 1
三田尻中関港船舶交通安全基盤整備事業 1
平郡水道船舶交通安全基盤整備事業 1
周防灘航路船舶交通安全基盤整備事業 1
宇多津港船舶交通安全基盤整備事業 1
詫間港船舶交通安全基盤整備事業 1
備讃瀬戸北航路船舶交通安全基盤整備事業 1
備讃瀬戸南航路船舶交通安全基盤整備事業 1
水島航路船舶交通安全基盤整備事業 1
薑鼻船舶交通安全基盤整備事業 1
オーソノ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
カマ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
豊島甲埼沖船舶交通安全基盤整備事業 1
土庄港船舶交通安全基盤整備事業 1
土庄東港船舶交通安全基盤整備事業 1
百尋磯船舶交通安全基盤整備事業 1
安芸灘南航路船舶交通安全基盤整備事業 1
横枕礁船舶交通安全基盤整備事業 1
来島海峡航路船舶交通安全基盤整備事業 1
伊予灘航路船舶交通安全基盤整備事業 1
東予港船舶交通安全基盤整備事業 1
坂手港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 53
七 佐世保港船舶交通安全基盤整備事業 1

関門港船舶交通安全基盤整備事業 1
筑後川沖船舶交通安全基盤整備事業 1
苅田港船舶交通安全基盤整備事業 1
角島港船舶交通安全基盤整備事業 1
筑前相ノ島船舶交通安全基盤整備事業 1
志賀島漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
戸ヶ里漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
両開漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
呼子港船舶交通安全基盤整備事業 1
脇岬港船舶交通安全基盤整備事業 1
対馬瀬鼻船舶交通安全基盤整備事業 1
崎瀬鼻船舶交通安全基盤整備事業 1
平戸港船舶交通安全基盤整備事業 1
田助漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
前津吉漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
小田助瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
三島船舶交通安全基盤整備事業 1
上県船舶交通安全基盤整備事業 1
佐賀関漁港船舶交通安全基盤整備事業 1



管区 事業箇所名 事業箇所数
鶴御埼船舶交通安全基盤整備事業 1
亀川漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
小祝漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
佐賀関港船舶交通安全基盤整備事業 1
津久見港船舶交通安全基盤整備事業 1
保戸島漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
大分港船舶交通安全基盤整備事業 1
深川湾船舶交通安全基盤整備事業 1
宇部港船舶交通安全基盤整備事業 1
長門水島船舶交通安全基盤整備事業 1
海士ケ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
一ノ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
オノマ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
地ノ島北西船舶交通安全基盤整備事業 1
博多港船舶交通安全基盤整備事業 1
日比水道北曽根船舶交通安全基盤整備事業 1
姫島曽根船舶交通安全基盤整備事業 1
瀬戸港船舶交通安全基盤整備事業(長崎県) 1
ワリ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
樺島水道楫懸船舶交通安全基盤整備事業 1
金剛曽根船舶交通安全基盤整備事業 1
長崎港船舶交通安全基盤整備事業 1
柱瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
五島神浦出シ東船舶交通安全基盤整備事業 1
干切瀬沖船舶交通安全基盤整備事業 1
片島水道中ノ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
臼ノ浦港船舶交通安全基盤整備事業 1
沖ノ六ツ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
安岐埼沖船舶交通安全基盤整備事業 1
長瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
入津船舶交通安全基盤整備事業 1
備前碆船舶交通安全基盤整備事業 1
豊後大瀬船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 53
八 白島埼船舶交通安全基盤整備事業 1

長尾鼻船舶交通安全基盤整備事業 1
美保関船舶交通安全基盤整備事業 1
網代漁港船舶交通安全基盤整備事業(鳥取県) 1
出雲日御碕船舶交通安全基盤整備事業 1
麦山鼻船舶交通安全基盤整備事業 1
大社漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
西郷港姫島船舶交通安全基盤整備事業 1
泊船舶交通安全基盤整備事業 1
宇竜漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
石見大崎鼻船舶交通安全基盤整備事業 1
温泉津港船舶交通安全基盤整備事業 1
舞鶴港船舶交通安全基盤整備事業 1
沖俎岩船舶交通安全基盤整備事業 1
境港船舶交通安全基盤整備事業 1
中海大グリ船舶交通安全基盤整備事業 1
中海丸グリ船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 17
九 粟島船舶交通安全基盤整備事業 1

弾埼船舶交通安全基盤整備事業 1
佐渡大埼船舶交通安全基盤整備事業 1
姫津漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
椎泊漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
伏木富山港船舶交通安全基盤整備事業 1
大野船舶交通安全基盤整備事業 1
禄剛埼船舶交通安全基盤整備事業 1
鵜浦漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
七尾港船舶交通安全基盤整備事業 1
金沢港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 11



管区 事業箇所名 事業箇所数
十 三角港船舶交通安全基盤整備事業 1

宮田漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
貝場漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
都井岬船舶交通安全基盤整備事業 1
細島船舶交通安全基盤整備事業 1
佐多岬船舶交通安全基盤整備事業 1
長崎鼻船舶交通安全基盤整備事業（鹿児島県出水市） 1
竜郷港船舶交通安全基盤整備事業 1
牛深漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
牛深港船舶交通安全基盤整備事業 1
水俣港船舶交通安全基盤整備事業 1
熊本港船舶交通安全基盤整備事業 1
田浦七ッ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
八代港船舶交通安全基盤整備事業 1
鹿児島港船舶交通安全基盤整備事業 1
古仁屋港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 16
十一 那覇港船舶交通安全基盤整備事業 1

粟国島船舶交通安全基盤整備事業 1
伊平屋島船舶交通安全基盤整備事業 1
久米島船舶交通安全基盤整備事業 1
平久保埼船舶交通安全基盤整備事業 1
伊計島船舶交通安全基盤整備事業 1
津堅島船舶交通安全基盤整備事業 1
牧港漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
運天港船舶交通安全基盤整備事業 1
石垣港船舶交通安全基盤整備事業 1
金武中城港船舶交通安全基盤整備事業 1
平良港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 12
合　　　　計 271※

※海上保安庁、第三管区間及び第五管区、第六管区間の重複事業箇所２箇所減算



大 分 県

不動産・建設経済局



大分県

事業費

40.100

16.748

大分県 56.848計

社会資本整備円滑化地籍整備事業費補助 大分市

社会資本整備円滑化地籍整備事業費補助 竹田市

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

（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

海岸利用促進のための海岸環境
整備

大分県 39,000 

親しみをもてやすらぎのある豊
の国の川づくり

大分県 86,000 

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 54,000 

北部九州地域における自動車産
業等活性化戦略（広域的な物流
の効率性向上）

大分県 113,400 

北部九州地域への来訪者の滞在
促進戦略（広域的観光活性化）

大分県 426,450 

北部九州地域への来訪者の滞在
促進戦略（広域的観光活性化）
（重点）

大分県 189,900 

おんせん県おおいたの下水道
第２期未普及対策（重点計画）

大分県,別府市,中津市,日田市,佐伯市,津久
見市,豊後高田市,杵築市,国東市,日出町,臼
杵市

447,750 

大分県地域住宅等整備計画（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,豊後高田市,杵
築市,宇佐市,豊後大野市,由布市,国東市,姫
島村,日出町,九重町,玖珠町

648,619 

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

2,217,788 

おおいたのきれいな水環境の形
成（重点計画）

大分市 1,002,150 

別府市地域住宅等整備計画（亀
川地区）（重点計画）

別府市 360,071 

津久見地区都市再生整備計画 津久見市 32,900 

地域固有の歴史的景観と魅力を
活かしたまちづくり

竹田市 35,766 



（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

第３期杵築市における歴史的景
観まちづくり

杵築市 1,448 

カチあるまちうさの下水道　未
普及対策（重点計画）

宇佐市 535,900 

ＪＲ柳ヶ浦駅周辺地区都市再生
整備計画

宇佐市 90,500 

（第２期）都市公園の整備によ
る安全・安心な公園づくり

宇佐市 25,000 

ＪＲ三重町駅周辺の交通結節点
機能の向上と賑わい空間の創出

豊後大野市 9,200 

6,315,842 

※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

（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

海岸利用促進のための海岸環境
整備（防災・安全）（第２期）

大分県 1,700 

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

877,287 

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

870,136 

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

1,330,169 

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

277,150 

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

437,000 

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 496,425 

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,豊後大野市,日
出町,九重町

258,490 

大分県建築物安全ストック整備
計画

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,姫
島村,日出町,九重町,玖珠町

106,365 

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 818,486 

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

1,476,546 

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

1,709,844 

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

43,603 

（第2期）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,佐伯市 50,600 



（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

誰もが安全で安心して利用でき
る都市公園づくり（防災・安
全）

大分県,大分市 45,440 

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 75,000 

安全・安心で利用しやすい港づ
くり（防災・安全）

大分県 257,000 

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 60,000 

（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,別府市,臼杵市

202,100 

三佐北地区における安心・安全
のまちづくり【第3期】

大分市 30,200 

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 351,300 

おおいたの下水道の防災力向上 大分市 570,150 

安全・安心な公共空間の確保に
向けた街路整備

大分市 75,000 

別府市宅地耐震化推進事業（防
災・安全）

別府市 1,800 

日田市宅地耐震化推進事業（防
災・安全）

日田市 720 

令和2年7月豪雨からの天ヶ瀬温
泉復興まちづくりの推進（防
災・安全）

日田市 13,700 

臼杵市宅地耐震化推進事業（防
災・安全）

臼杵市 1,800 

杵築市宅地耐震化推進事業（防
災・安全）

杵築市 594 



（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

宇佐市宅地耐震化推進事業（防
災・安全）

宇佐市 765 

日出町宅地耐震化推進事業（防
災・安全）

日出町 450 

日出町における安全・安心な生
活を守るまちづくり（防災・安
全）

日出町 32,300 

避難地の創出による安全・安心
な都市づくりの推進（重点）
（防災・安全)

日出町 13,000 

10,485,120 

※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


