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令和３年度　箇所表

種　　別：直轄事業

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 700

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 1,400

改築 国道8号 米原市 米原貨物ターミナル 1

改築 国道8号 野洲市～栗東市 野洲栗東バイパス 3,780

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 1,632

改築 国道161号 大津市 湖西道路（真野～坂本北） 500

改築 国道307号 甲賀市 信楽道路 10

路線名 備考

※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成



令和３年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３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） 8

瀬田地区交通安全対策（大津市） 14

横木二丁目交差点改良（大津市） 16

塩津地区歩道整備（長浜市） 6

鳥居本地区歩道整備（彦根市） 37

高宮地区歩道整備（彦根市） 76

簗瀬・長野地区交差点改良（愛荘町） 272

西横関交差点改良（竜王町） 10

安曇川地区交差点立体化（高島市） 972

高島地区交通安全対策（高島市、大津市） 133

1,105交通安全 国道161号 高島市、大津市 滋賀161号交通安全対策

401

路線名 備考

交通安全 国道1号 甲賀市、大津市 滋賀1号交通安全対策 38

交通安全 国道8号
長浜市、彦根市、
愛荘町、竜王町

滋賀8号交通安全対策



令和３年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３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

小柿電線共同溝（栗東市） 134

本宮電線共同溝（大津市） 10

電線共同溝 国道8号 彦根市 滋賀8号電線共同溝 16 東沼波電線共同溝 16

路線名 備考

電線共同溝 国道1号 栗東市、大津市 滋賀1号電線共同溝 144



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３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 4,326

改築 （主） 大津能登川長浜線 栗東市 上砥山・目川工区 351

改築 （一） 宇治田原大石東線 大津市 龍門 568

改築 （町）
多賀スマートイン
ター線

多賀町 敏満寺 135

路線名 備考



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３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 90

土砂災害対策 国道306号 多賀町 大君ケ畑 472

土砂災害対策 国道367号 高島市 荒川、保坂 161

土砂災害対策 国道421号 東近江市 佐目萱尾 50

土砂災害対策 国道477号 甲賀市 武平 30

土砂災害対策 (主) 大津南郷宇治線 大津市 石山外畑 10

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) 小浜朽木高島線 高島市 朽木荒川 20

土砂災害対策 (主) 下鴨大津線 大津市 山中 15

土砂災害対策 (主) 多賀永源寺線 東近江市 政所百済寺甲 10

路線名 備考



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３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 (主) 山東本巣線 米原市 小泉甲津原 20

土砂災害対策 (主) 多賀醒井線 多賀町 久徳・河内 279

土砂災害対策 (一) 中河内木之本線 長浜市 中河内菅並 170

土砂災害対策 (一) 葛籠尾崎塩津線 長浜市 月出 20

土砂災害対策 (一) 白谷野口線 高島市 在原 20

土砂災害対策 (一) 西浅井マキノ線 高島市 海津 40

土砂災害対策 (一) 葛籠尾崎大浦線 長浜市 菅浦 310



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３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 18
(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〕



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３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 備考

補助事業

滋賀県 2

米原市 152

交通安全対策（地区内連携） 長浜市 八幡東地区 長浜市 332

交通安全対策（地区内連携） 大津市 中村地区 大津市 107

滋賀県 37

近江八幡市 68

米原市 近江地区

近江八幡市 白王町地区、１４区地区

交通安全対策（地区内連携）

交通安全対策（地区内連携）



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３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 野洲市 甲賀踏切道 野洲市 82



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省 事業費は点検及び計画策定に必要な額を含めて記載

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 3,021 個別の構造物は別紙参照

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 352 個別の構造物は別紙参照

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 92 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 大津市 橋梁長寿命化修繕計画 176 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 彦根市 橋梁長寿命化修繕計画 41 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 長浜市 橋梁長寿命化修繕計画 199 個別の構造物は別紙参照

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 69 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 草津市 橋梁長寿命化修繕計画 77 個別の構造物は別紙参照

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 10 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 守山市 橋梁長寿命化修繕計画 27 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 栗東市 橋梁長寿命化修繕計画 39 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 甲賀市 橋梁長寿命化修繕計画 109 個別の構造物は別紙参照



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省 事業費は点検及び計画策定に必要な額を含めて記載

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 野洲市 橋梁長寿命化修繕計画 232 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 湖南市 橋梁長寿命化修繕計画 41 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 高島市 橋梁長寿命化修繕計画 171 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 東近江市 橋梁長寿命化修繕計画 8 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 米原市 橋梁長寿命化修繕計画 127 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 日野町 橋梁長寿命化修繕計画 58 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 竜王町 橋梁長寿命化修繕計画 42 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 愛荘町 橋梁長寿命化修繕計画 45 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 豊郷町 橋梁長寿命化修繕計画 146 個別の構造物は別紙参照



令和３年度　箇所表 別紙

※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

滋賀県 点検及び計画策定のみの箇所は記載していない

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 守山市 国道477号 無名橋４４号側道橋 橋梁 修繕

滋賀県 大津市 主要地方道瀬田大石東線 新小山川橋 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 大津市 国道422号 月見橋 橋梁 修繕

滋賀県 大津市 国道367号 引ノ尻谷橋 橋梁 修繕

滋賀県 大津市 国道367号 高野橋 橋梁 修繕

滋賀県 大津市 国道422号 Ｈ側道橋 橋梁 修繕

滋賀県 大津市 主要地方道栗東信楽線 水越川橋 橋梁 修繕

滋賀県 大津市 主要地方道大津信楽線 篠谷川橋 橋梁 修繕

滋賀県 大津市 一般県道荒川蓬莱線 無名橋３号 橋梁 修繕

滋賀県 大津市 一般県道高島大津線 喜撰川橋 橋梁 修繕

滋賀県 大津市 一般県道高島大津線 新丹出川橋 橋梁 修繕

滋賀県 大津市 一般県道宇治田原大石東線 無名橋１号 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 草津市 主要地方道大津能登川長浜線 葉山川橋（Ｂ） 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 守山市 国道477号 無名橋6号（ﾎﾞｯｸｽ） 橋梁 修繕

滋賀県 守山市 一般県道幸津川服部線 稲荷大橋 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 守山市 一般県道近江八幡大津線 水保橋 橋梁 修繕

滋賀県 守山市 一般県道近江八幡大津線 港橋 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 無名橋第７号 橋梁 修繕

滋賀県 草津市 主要地方道大津草津線 殿田川橋 橋梁 修繕

滋賀県 野洲市 一般県道木部野洲線 無名橋第１１号 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 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 甲賀市 主要地方道草津伊賀線 新荒川橋 橋梁 修繕

滋賀県 甲賀市 一般県道泉日野線 城之橋 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 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 国道307号 紫香楽橋 橋梁 修繕

滋賀県 甲賀市 国道307号 三代出橋 橋梁 修繕

滋賀県 甲賀市 主要地方道草津伊賀線 跨線橋 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 主要地方道甲賀土山線 和田口橋 橋梁 修繕

滋賀県 湖南市 一般県道石部停車場線 無名橋２号 橋梁 修繕

滋賀県 甲賀市 一般県道杉谷嶬峨線 大水戸橋 橋梁 修繕

滋賀県 甲賀市 一般県道杉谷嶬峨線 大正橋 橋梁 修繕

滋賀県 甲賀市 一般県道神上野線 堀川橋 橋梁 修繕



令和３年度　箇所表 別紙

※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

滋賀県 点検及び計画策定のみの箇所は記載していない

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 甲賀市 一般県道信楽上野線 無名橋３号 橋梁 修繕

滋賀県 甲賀市 一般県道多羅尾神山線 寺街道橋 橋梁 修繕

滋賀県 甲賀市 一般県道鮎河猪鼻線 床鍋橋 橋梁 修繕

滋賀県 甲賀市 一般県道田代上朝宮線 無名橋５号 橋梁 修繕

滋賀県 甲賀市 一般県道田代上朝宮線 杖立橋 橋梁 修繕

滋賀県 甲賀市 一般県道田代上朝宮線 近江の谷橋 橋梁 修繕

滋賀県 甲賀市 一般県道泉水口線 無名橋１号 橋梁 修繕

滋賀県 湖南市 主要地方道草津伊賀線 横田橋 橋梁 修繕

滋賀県 湖南市 主要地方道草津伊賀線 横田橋側道橋(上) 橋梁 修繕

滋賀県 竜王町 一般県道小口川守線 竜王橋 橋梁 修繕

滋賀県 東近江市 一般県道桜川西竜王線 宮上橋 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 近江八幡市 主要地方道大津能登川長浜線 小舟木橋 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 野川橋 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 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 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 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 東近江市 一般県道外八日市線 中戸橋 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 近江八幡市 一般県道近江八幡安土能登川自転車道線 永代橋 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 東近江市 一般県道雨降野今在家八日市線 F橋(側道橋) 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 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 H橋 橋梁 修繕

滋賀県 近江八幡市 一般県道栗見新田安土線 弁天小橋 橋梁 修繕

滋賀県 彦根市 主要地方道彦根八日市甲西線 高宮橋 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 彦根市 主要地方道大津能登川長浜線 松原湖橋 橋梁 修繕

滋賀県 多賀町 主要地方道多賀永源寺線 宮下橋 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 多賀町 一般県道上石津多賀線 飛ノ木橋 橋梁 修繕

滋賀県 彦根市 一般県道賀田山安食西線 茂賀跨線橋 橋梁 修繕

滋賀県 彦根市 一般県道神郷彦根線 犬上橋 橋梁 修繕

滋賀県 多賀町 国道306号 細谷橋 橋梁 修繕

滋賀県 多賀町 一般県道佐目敏満寺線 御領橋 橋梁 修繕

滋賀県 長浜市 一般県道郷野湖北線 天下橋 橋梁 修繕

滋賀県 長浜市 主要地方道木之本長浜線 美浜橋 橋梁 修繕

滋賀県 長浜市 国道365号 草野川橋 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 米原市 一般県道大野木志賀谷長浜線 琴岡橋側道橋 橋梁 修繕
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滋賀県 米原市 国道365号 弥高川橋歩道橋（Ｌ） 橋梁 修繕

滋賀県 米原市 国道365号 弥高川橋歩道橋（Ｒ） 橋梁 修繕

滋賀県 米原市 主要地方道多賀醒井線 岩下橋 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 一般県道中河内木之本線 佐惣平橋 橋梁 修繕

滋賀県 長浜市 主要地方道木之本長浜線 新赤川橋 橋梁 修繕

滋賀県 長浜市 国道303号 木之本大橋 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 一般県道西阿閉東物部線 無名橋１号 橋梁 修繕

滋賀県 長浜市 一般県道葛籠尾崎塩津線 無名橋 橋梁 修繕

滋賀県 高島市 一般県道麻生古屋梅ノ木線 針畑川橋 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 高島市 一般県道常磐木音羽線 野田橋 橋梁 修繕

滋賀県 高島市 一般県道高島大津線 安曇川大橋 橋梁 修繕

滋賀県 高島市 主要地方道海津今津線 無名橋 橋梁 修繕

滋賀県 高島市 一般県道市場野田鴨線 無名橋４号 橋梁 修繕

滋賀県 大津市 国道161号 新三保ケ崎橋 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

滋賀県トンネル長寿命化修繕計画

滋賀県 菰野町 国道477号 武平トンネル トンネル 修繕

滋賀県 大津市 国道422号 富川トンネル 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 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 国道421号 相谷第一トンネル 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 米原市 主要地方道山東本巣線 寺越トンネル トンネル 修繕

滋賀県 米原市 主要地方道山東本巣線 堂屋敷トンネル トンネル 修繕

滋賀県 長浜市 国道303号 岩熊隧道 トンネル 修繕

滋賀県 長浜市 一般県道杉本余呉線 杉本隧道 トンネル 修繕

滋賀県 高島市 国道303号 水坂トンネル トンネル 修繕

滋賀県 高島市 国道303号 寒風トンネル 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 主要地方道平野草津線 玉川歩道橋 道路附属物等 修繕

滋賀県 草津市 主要地方道大津能登川長浜線 志津歩道橋 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 一般県道信楽上野線 信楽小学校前歩道橋 道路附属物等 修繕

滋賀県 甲賀市 国道307号 新町歩道橋 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 今横断歩道橋 道路附属物等 修繕

滋賀県 長浜市南高田町 長浜近江線 高田横断歩道橋 道路附属物等 修繕

滋賀県 高島市 県道高島大津線 道路標識 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
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大津市橋梁長寿命化修繕計画

大津市 大津市 北6103 苗田線支線橋 橋梁 修繕

大津市 大津市 東3303 茶屋窪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 中2303 観音寺４号橋 橋梁 修繕

大津市 大津市 幹1035 大谷１号橋 橋梁 修繕

大津市 大津市 北0017 葛川橋 橋梁 修繕

大津市 大津市 中3818 片原１号橋 橋梁 修繕

彦根市橋梁長寿命化修繕計画

彦根市 彦根市 須越辻堂線 南川大橋 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 金沢三津線 真野橋 橋梁 修繕

彦根市 彦根市 芹川堤防南線 平田川橋 橋梁 修繕

彦根市 彦根市 石寺上西川線 文禄橋 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 柳川田附線 大橋 橋梁 修繕

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 新海田附1号線 無名橋156 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 西今町九文目・神ノ木線 無名橋345 橋梁 修繕

長浜市橋梁長寿命化修繕計画

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 西上坂千草西１号線 無名橋（1059） 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 高田神照線 無名橋（1194） 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 布勢加田今１号線 中島橋 橋梁 修繕

長浜市 長浜市 山ノ前・田川線 山之前橋 橋梁 修繕

長浜市 長浜市 丁野八日市線 寿橋 橋梁 修繕

長浜市 長浜市 杉野線 奈野良橋 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 益田安養寺線 益田橋 橋梁 修繕

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

草津市橋梁長寿命化修繕計画

草津市 草津市 市道志那東9号線 十九ノ坪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 市道山寺東12号線 久邇宮橋 橋梁 修繕

草津市 草津市 市道木川川原線 新田第１橋 橋梁 修繕

草津市 草津市 市道青地馬場線 馬場橋 橋梁 修繕

草津市 草津市 市道下物下笠山田線 迫田１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

草津市道路附属物等長寿命化修繕計画
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草津市 草津市 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 矢島１１号線　　　　　　　　　　　　　　　 矢島１１号線１号橋 橋梁 修繕

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 木浜線 神田橋 橋梁 修繕

守山市 守山市 木浜線 木浜線２号橋 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 守山市 笠原立田線 笠原立田線１号橋 橋梁 修繕

栗東市橋梁長寿命化修繕計画

栗東市 栗東市 小野葉山川側線 小野葉山川側線１号橋 橋梁 修繕

栗東市 栗東市 上鈎中沢線 上鈎中沢線２号橋 橋梁 修繕

甲賀市橋梁長寿命化修繕計画

甲賀市 甲賀市 新町・貴生川幹線 内貴橋 橋梁 更新

野洲市橋梁長寿命化修繕計画

野洲市 野洲市 里原線 里原橋 橋梁 撤去

野洲市 野洲市 久野部小南線 久野部小南線１号橋 橋梁 修繕

野洲市 野洲市 五条安治線 五条安治線１号橋 橋梁 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 八重谷跨道橋線 橋梁 撤去

湖南市 湖南市 宮ヶ谷線 宮ヶ谷２号橋 橋梁 修繕

湖南市 湖南市 石部東線 落合川橋 橋梁 修繕

湖南市 湖南市 五軒茶屋線 五軒茶屋２号橋 橋梁 修繕

高島市橋梁長寿命化修繕計画

高島市 高島市 市道谷所谷線 無名橋３号 橋梁 修繕

高島市 高島市 市道八幡谷線 村井橋 橋梁 修繕

高島市 高島市 市道保谷線 もちの木ばし 橋梁 修繕

高島市 高島市 市道戸谷棚林線 無名橋１０号 橋梁 修繕

高島市 高島市 市道薬師線 薬師１号橋 橋梁 修繕

高島市 高島市 市道今在家５号線 切途川橋 橋梁 修繕

高島市 高島市 市道谷所谷線 無名橋５号 橋梁 修繕

高島市 高島市 市道谷所谷線 無名橋１号 橋梁 修繕

高島市 高島市 市道川島４号線 川島４号線３号橋 橋梁 修繕

東近江市橋梁長寿命化修繕計画

東近江市 東近江市 市道金堂川並線 26-1号橋 橋梁 修繕

東近江市 東近江市 市道山路・小川・川南線 川南新川橋 橋梁 修繕

米原市橋梁長寿命化修繕計画

米原市 米原市 市道岩屋谷線 岩屋谷線２号橋 橋梁 修繕

米原市 米原市 市道伊吹太平寺線 大富橋 橋梁 修繕

米原市 米原市 市道磯六川入江線 六川入江橋 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 米原市 市道本郷醒井線 新町橋 橋梁 修繕
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米原市 米原市 市道新庄西円寺線 新庄橋 橋梁 修繕

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 東桜谷旧県道線 長沢橋 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 奥之池野村線 坂口橋 橋梁 修繕

日野町 日野町 上駒月大野線 落合橋 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

竜王町橋梁長寿命化修繕計画

竜王町 竜王町 町道小口八重線 竜王大橋（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 常安寺元持線 昭和大橋 橋梁 修繕

豊郷町橋梁長寿命化修繕計画

豊郷町 豊郷町 旧八号線２ 歌詰橋 橋梁 修繕



令和３年度　地方創生道整備推進交付金（市町村道）　箇所表

都道府県名：　滋賀県 ※市町村名は令和３年３月１日現在で作成

所　　　　 管：　国土交通省 単位：百万円

地域再生計画の名称
事業箇所

（市町村名）
国費 備　　考

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 45

　小　計 45

※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。



滋 賀 県

水管理・国土保全局



令和３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 286　 大津市
おおつし

淀川 野洲川 一般河川改修事業 184　 野洲市
やすし

、栗東市
りっとうし

淀川 瀬田川 河川工作物関連応急対策事業 21　 大津市
おおつし

淀川 総合水系環境整備事業 628　

≪滋賀県
しがけん

≫守山市
もりやまし

、野洲市
やすし

、栗東市
りっとうし

≪京都府
きょうとふ

≫京都市
きょうとし

、城陽市
じょうようし

、京田辺市
きょうたなべし

、井手町
いでちょう

、

　　　　　　 　木津川市
きづがわし

、精華町
せいかちょう

、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

、池田市
いけだし

、豊中市
とよなかし

、守口
もりぐち

市
し

、高槻市
たかつきし

、

　　　　　　 　寝屋川市
ねやがわし

、枚方市
ひらかたし

≪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３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 150　 高島市
た か し ま し

淀川 余呉川 大規模特定河川事業 216　 長浜市
な が は 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 50　 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 120　 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 1,500 1,715

水資源開発事業 淀川丹生ダム 405 530

（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。



砂防
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

大規模更新 よどがわ おおとみがわ・いたなこがわ まいばらし

砂防等事業 淀川 大富川・板名古川 米原市 堰堤改良工 33

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

砂防等事業 淀川 榎川支流 湖南市 正福寺 砂防堰堤工 30
よどがわ なかてがわ こうかし しがらきちょうおがわ

淀川 中手川 甲賀市 信楽町小川 砂防堰堤工 22
よどがわ しみずだに ひがしおうみし えいげんじあいだにちょう

淀川 清水谷 東近江市 永源寺相谷町 砂防堰堤工 18
よどがわ みねあげたにがわ ながはまし かじやちょう

淀川 嶺上谷川 長浜市 鍛冶屋町 砂防堰堤工 46
よどがわ はただに たかしまし くつきとちゅう

淀川 畑谷 高島市 朽木栃生 砂防堰堤工 20
よどがわ つぼたにがわ ながはまし とくやまちょう

淀川 坪谷川 長浜市 徳山町 砂防堰堤工 53

小計 ６箇所 188

７箇所 221合計

令和３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　1/2）

事業区分 水系名 渓流名 所在地



急傾斜
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

大規模更新 すがうらちく ながはまし にしあざいちょうすがうら

砂防等事業 菅浦地区 長浜市 西浅井町菅浦 崩壊土砂防止柵工 38

事業間連携 かわない いぬかみぐん たがちょう かわない

砂防等事業 川相 犬上郡 多賀町 川相 待受式擁壁工 24
おじがはたに いぬかみぐん たがちょう おじがはた

大君ケ畑２ 犬上郡 多賀町 大君ケ畑 待受式擁壁工 71

小計 ２箇所 95

３箇所 133
※急傾斜の事業費は補助基本額である

令和３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　2/2）

事業区分 水系名 箇所名 所在地

合計



令和３年度予算　地方創生整備推進交付金 滋賀県

【地方創生汚水処理施設整備推進交付金（公共下水道分）】

（単位：千円）

箇所名 事　業　費 国　　費

甲賀市 228,232 114,116

滋賀県　計 228,232 114,116
※事業費欄は補助対象事業費であり、参考値である。



滋　賀　県

都市局



令和３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

259,600

彦根市 彦根市 継続 南彦根駅周辺地区 1/2 129,800

1/2, 315,158

彦根市 彦根市 継続 彦根駅周辺地区 4.5/10 149,700

4,336,800

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 2,168,400

61,800

守山市 守山市 継続 守山市南部（第２期）地区 1/2 30,900

1/2, 6,737

甲賀市 甲賀市 継続 甲南駅周辺地区 4.5/10 3,200

10,000

東近江市 東近江市 継続 東近江市太郎坊宮前駅周辺地区 4.5/10 4,500

4,000

東近江市 東近江市 継続 東近江市八日市駅前地区 1/2 2,000

4,994,095

合計 2,488,500

内示額について、下段を国費とする。



滋 賀 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　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 211,128 
211,128 合計



空き家対策総合支援事業　実施計画（令和３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 18,570
栗東市 空き家対策総合支援事業 33,000
湖南市 空き家対策総合支援事業 6,000
高島市 空き家対策総合支援事業 18,014
東近江市 空き家対策総合支援事業 32,088
米原市 空き家対策総合支援事業 12,300
愛荘町 空き家対策総合支援事業 9,300
豊郷町 空き家対策総合支援事業 500
多賀町 空き家対策総合支援事業 2,500

132,272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３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 170,542
170,542合計



- 1 - 

 

令和３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 

459,372 

 

 

95,000 

303,372 

61,000 

 

459,372 

   

【都市・ 

幹線鉄道】 

 

合計 

 

 

 74,041 

都市鉄道利便増進

事業 

神奈川東部方面線 

 

計 

32,989 

 

32,989 

都市鉄道整備事業 

        

        

     

     

     

     

 

 

東京都（大規模改良） 

横浜市（大規模改良） 

名古屋市（大規模改良） 

京都市（大規模改良） 

神戸市（大規模改良） 

福岡市（七隈線延伸） 

大阪市高速電気軌道㈱（大規模改良） 

関西高速鉄道㈱（なにわ筋線建設） 

 

計 

703 

63 

151 

24 

294 

7,195 

2,246 

8,790 

 

19,466 

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㈱） 

あいの風とやま鉄道㈱ 

 

計 

 

759 

153 

170 

 

1,083 

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㈱(館腰駅、取手駅、我孫子駅、社家駅) 

東海旅客鉄道㈱(刈谷駅) 

西日本旅客鉄道㈱(下祗園駅、香芝駅、東貝塚駅、安芸矢口駅、厚狭駅) 

四国旅客鉄道㈱(多度津駅) 

小田急電鉄㈱（中央林間駅） 

京浜急行電鉄㈱(品川駅) 

名古屋鉄道㈱(聚楽園駅) 

 

計 

 

296 

1,903 

1,015 

1,147 

40 

30 

246 

594 

 

5,271 

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、土讃線、予土線、牟岐線） 

(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構（青函トンネル） 

 

計 

186 

140 

1,140 

 

1,466 
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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） 

伊豆急行㈱（伊豆急行線） 

四国旅客鉄道㈱（高徳線） 

肥薩おれんじ鉄道㈱（肥薩おれんじ鉄道線） 

 

【耐震対策】 

京王電鉄㈱（相模原線） 

東急電鉄㈱（大井町線） 

京浜急行電鉄㈱（本線） 

東京モノレール㈱（羽田空港線） 

近畿日本鉄道㈱（京都線、奈良線、難波線、けいはんな線、 

南大阪線、大阪線） 

新関西国際空港㈱（空港連絡鉄道線） 

和歌山県（和歌山港線） 

西日本鉄道㈱（天神大牟田線） 

 

【豪雨対策】 

北海道旅客鉄道㈱（宗谷線、室蘭線） 

京成電鉄㈱（本線） 

阪急電鉄㈱（今津線） 

南海電気鉄道㈱（高野線） 

近畿日本鉄道㈱（大阪線） 

四国旅客鉄道㈱（予讃線、土讃線） 

 

【浸水対策】 

東急電鉄㈱（田園都市線、東横線、目黒線） 

 

【踏切保安設備整備】 

四国旅客鉄道㈱（予讃線、徳島線） 

西武鉄道㈱（拝島線、国分寺線、多摩湖線、池袋線、新宿線） 

新京成電鉄㈱（新京成線） 

京王電鉄㈱（京王線） 

上毛電気鉄道㈱（上毛線） 

秩父鉄道㈱（秩父本線） 

小湊鉄道㈱（小湊鉄道線） 

関東鉄道㈱（常総線） 

名古屋鉄道㈱（名古屋本線、瀬戸線、犬山線） 

南海電気鉄道㈱（南海本線、高野線、加太線） 

神戸電鉄㈱（有馬線、三田線） 

能勢電鉄㈱（妙見線） 

 

【地域鉄道安全対策】 

三陸鉄道㈱ 

青森県 

秋田内陸縦貫鉄道㈱ 

ＩＧＲいわて銀河鉄道㈱ 

会津鉄道㈱ 

阿武隈急行㈱ 

弘南鉄道㈱ 

由利高原鉄道㈱ 

津軽鉄道㈱ 

福島交通㈱ 

しなの鉄道㈱ 

富山地方鉄道㈱ 

えちごトキめき鉄道㈱ 

894 

261 

200 

200 

178 

55 

 

3,828 

300 

100 

29 

250 

2,389 

 

260 

150 

350 

 

649 

39 

300 

100 

15 

179 

16 

 

56 

56 

 

472 

2 

269 

9 

24 

20 

26 

18 

10 

39 

43 

8 

4 

 

6,967 

267 

64 

246 

426 

18 

252 

43 

16 

11 

70 

222 

249 

177 
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北越急行㈱ 

長野電鉄㈱ 

北陸鉄道㈱ 

万葉線㈱ 

上田電鉄㈱ 

秩父鉄道㈱ 

関東鉄道㈱ 

わたらせ渓谷鉄道㈱ 

小湊鉄道㈱ 

上信電鉄㈱ 

いすみ鉄道㈱ 

富士急行㈱ 

上毛電気鉄道㈱ 

江ノ島電鉄㈱ 

銚子電気鉄道㈱ 

伊豆箱根鉄道㈱ 

長良川鉄道㈱ 

大井川鐵道㈱ 

えちぜん鉄道㈱ 

三岐鉄道㈱ 

樽見鉄道㈱ 

伊豆箱根鉄道㈱ 

明知鉄道㈱ 

豊橋鉄道㈱ 

伊勢鉄道㈱ 

遠州鉄道㈱ 

静岡鉄道㈱ 

岳南電車㈱ 

近江鉄道㈱ 

阪堺電気軌道㈱ 

叡山電鉄㈱ 

北条鉄道㈱ 

京福電気鉄道㈱ 

水間鉄道㈱ 

紀州鉄道㈱ 

井原鉄道㈱ 

広島電鉄㈱ 

若桜町・八頭町 

土佐くろしお鉄道㈱ 

高松琴平電気鉄道㈱ 

とさでん交通㈱ 

筑豊電気鉄道㈱ 

甘木鉄道㈱ 

長崎電気軌道㈱ 

 

【ホームドア整備】 

西日本旅客鉄道㈱(京都駅、明石駅、西明石駅) 

東武鉄道㈱(小菅駅、五反野駅、梅島駅、蒲生駅) 

阪神電気鉄道㈱(大阪梅田駅)  

 

計 

167 

36 

114 

127 

195 

409 

13 

10 

86 

22 

35 

315 

25 

21 

14 

135 

12 

193 

136 

11 

64 

160 

17 

151 

58 

132 

99 

66 

253 

181 

39 

14 

336 

72 

13 

139 

177 

80 

333 

143 

88 

70 

116 

29 

 

900 

438 

258 

204 

 

 13,766 

（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

官 庁 営 繕 部



令和３年度当初予算　官庁営繕部箇所別調書

滋賀県 （単位：百万円）

事　業　名 箇　所　名 所　在　地 事 業 費 備　　考

［財政投融資特別会計］
特定国有財産整備費 大津地方合同庁舎 大津市 577 新営事業（ＰＦＩ）

※施設費の割賦払い（平成23年度完成）

合　　計 577



令和３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 41,000 

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 92,000 

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 1,365,000 

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

47,745 

次世代の下水道整備の推進（そ
の３）

滋賀県 1,899,915 

滋賀県地域住宅等整備計画（第
３期）

滋賀県 66,304 

滋賀県地域住宅等整備計画（重
点）

滋賀県 35,785 

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

746,790 

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 293,850 

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 290,250 

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 323,100 

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 45,450 

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 904,500 



（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

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 738,000 

緑と賑わいあふれる湖国の都市
公園づくり

滋賀県 1,000,000 

大津市地域住宅整備計画 大津市 75,290 

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 50,200 

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 154,301 

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 43,000 

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 410,000 

住環境および歴史的風致の維持
向上（第３期計画）

彦根市 28,550 

第２期長浜市中心市街地活性化
のまちづくり推進計画

長浜市 36,335 

長浜市地域住宅整備計画【重点
計画】

長浜市 413,433 

長浜市地域住宅整備計画 長浜市 5,328 

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 328,000 

長浜市における下水道事業の推
進

長浜市 10,000 

田村駅周辺地区都市再生整備計
画

長浜市 1,370 



（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

近江八幡市地域住宅等整備計画 近江八幡市 10,653 

草津市における快適で良好な環
境の実現

草津市 80,800 

草津市地域住宅整備計画 草津市 10,079 

守山市地域住宅整備計画 守山市 24,341 

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 72,230 

守山市における下水道接続の推
進（その３）

守山市 35,930 

栗東市地域住宅整備計画 栗東市 38,794 

栗東市における良好な水環境の
形成

栗東市 7,000 

甲賀市における良好な水環境の
形成

甲賀市 4,400 

甲賀市地域住宅整備計画 甲賀市 12,565 

野洲市地域住宅整備計画 野洲市 36,163 

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 25,940 

湖南市における良好な水環境の
形成（その３）

湖南市 163,000 



（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

高島市地域住宅整備計画 高島市 29,145 

高島市における良好な水環境の
形成（その３）

高島市 47,550 

東近江市における良好な水環境
の形成（その３）

東近江市 161,900 

中心市街地地域の活性化〔②Ｒ
3/Ｈ28～Ｒ3〕

東近江市 4,850 

米原市における良好な水環境の
形成

米原市 15,000 

米原駅周辺の都市機能強化 米原市 110,000 

柏原駅周辺地域の活性化 米原市 3,000 

日野町における良好な水環境の
形成

日野町 99,000 

竜王町における良好な水環境の
形成（その２）

竜王町 2,000 

愛荘町における良好な水環境の
形成（その3）

愛荘町 2,000 

（仮称）多賀スマートインター
下り線アクセス整備

多賀町 11,054 

久徳周辺地区都市再生整備計画 多賀町 18,000 

多賀町における良好な水環境の
形成（その２）

多賀町 8,900 

10,540,304 

※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 

安心安全に利用できる道路空間
の確保を目指した都市計画道路
の整備（防災・安全）

滋賀県 206,750 

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

132,229 

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

99,000 

持続可能な下水道事業の推進
（防災・安全）（その２）

滋賀県 2,626,332 

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 829,000 

滋賀県における土砂災害対策の
推進（防災・安全）

滋賀県 486,575 

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,竜王町,多賀町 370,062 

滋賀県における安全安心な都市
公園づくり【重点】（防災・安
全）「その２」

滋賀県 1,450,000 

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２」

滋賀県 20,000 

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

1,632,458 

生活空間の安全確保のための通
学路等の整備

滋賀県,大津市,長浜市,近江八幡市,米原市,
彦根市,野洲市,日野町,豊郷町,高島市

5,000 

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

540,673 



（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

89,941 

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 1,307,805 

長浜港における防災機能の向上
（防災・安全）（重点）

滋賀県 30,000 

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 264,847 

児童生徒が安全に通学できる通
学路の安全確保

大津市 265,861 

災害に強い安全で安心な公園づ
くり（第二期）（防災・安全）

大津市 24,380 

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 172,477 

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 38,000 

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 11,523 

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 10,000 

長浜市における下水道施設の改
築更新（防災・安全）

長浜市 34,000 

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 17,800 

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2期）

近江八幡市 27,000 



（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 95,500 

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 51,600 

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 1,942 

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 32,874 

草津市地域住宅整備計画（防
災・安全）

草津市 160,356 

守山市における下水道の耐震化
とポンプ施設の耐水化の推進
（その３）（防災・安全）（重
点計画）

守山市 2,370 

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 55,940 

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 89,725 

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 154,562 

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 7,500 

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 40,000 

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 14,134 

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 4,000 



（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

東近江市安全で安心な都市公園
づくり（その２）（防災・安
全）

東近江市 15,000 

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 152,178 

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 60,000 

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 51,000 

竜王町安全で安心な都市公園づ
くり　その２（防災・安全）

竜王町 1,000 

愛荘町における良好な水環境の
形成（防災・安全）

愛荘町 4,000 

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 15,000 

甲良町における総合的な防災・
安全対策の推進（防災・安全）
（その２）

甲良町 7,000 

11,727,394 

※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


