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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：島根県 (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9号 出雲市 出雲・湖陵道路 4,075

改築 国道9号 出雲市 湖陵・多伎道路 2,005

改築 国道9号 大田市 大田・静間道路 5,486

改築 国道9号 大田市 静間・仁摩道路 4,597

改築 国道9号 大田市～江津市 福光・浅利道路 2,550

改築 国道9号 浜田市～益田市 三隅・益田道路 9,844

改築 国道54号 雲南市 三刀屋拡幅 177

改築 国道191号 益田市 益田・田万川道路 60

改築 国道191号 益田市 益田西道路 300

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：島根県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

御茶屋川交差点改良（安来市） 73

峰谷交差点改良（松江市） 12

揖屋自転車歩行者道整備（松江市） 76

出雲郷東交差点改良（松江市） 51

小松歩道整備（松江市） 55

直江交差点改良（出雲市） 51

中野町・姫原地区事故対策（出雲市） 119

仙山地区道路改良（大田市） 3

福光交差点改良（大田市） 39

嘉戸歩道整備（江津市） 21

江津駅前バリアフリー対策（江津市） 99

熱田事故対策（浜田市） 165

交通安全

路線名 備考

島根9号交通安全対策 1,190

安来市、松江市、
出雲市、大田市、
江津市、浜田市、
益田市

国道9号



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：島根県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費路線名 備考

岡見地区歩道整備（浜田市） 51

木部自転車歩行者道整備（益田市） 189

栄町事故対策（益田市） 186

里方自転車歩行者道整備 30

柳橋交差点改良 9

金丸団地入口交差点改良 12

交通安全 国道9号

安来市、松江市、
出雲市、大田市、
江津市、浜田市、
益田市

島根9号交通安全対策 1,190

交通安全 51国道54号 雲南市 島根54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：島根県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

安来電線共同溝（安来市） 70

出雲郷電線共同溝（松江市） 40

竹矢電線共同溝（松江市） 40

東津田電線共同溝（松江市） 40

大田電線共同溝（大田市） 20

浅井電線共同溝（浜田市） 20

殿町電線共同溝（浜田市） 20

浜田電線共同溝（浜田市） 20

備考

国道9号電線共同溝 270島根9号電線共同溝
安来市、松江市、
大田市、浜田市

路線名



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：島根県 (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431号 松江市 松江北道路 40 境港出雲道路

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：島根県 (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184号 飯南町 下来島地区 10

土砂災害対策 国道191号 益田市 道川～笹倉地区 223

土砂災害対策 国道314号
奥出雲町、雲南
市

横田地区、雲南 60

土砂災害対策 国道375号 美郷町 県央 120

土砂災害対策 国道431号 松江市 下宇部尾～森山地区 10

土砂災害対策 国道432号 奥出雲町 上阿井地区 38

土砂災害対策 (主) 新南陽津和野線 吉賀町 椛谷地区 5

土砂災害対策 (主) 甲田作木線 邑南町 下口羽～上田地区 3

土砂災害対策 (主) 浜田作木線 邑南町 伏谷～阿須那地区 3

土砂災害対策 (主) 温泉津川本線 川本町 南佐木～川下地区 3

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：島根県 (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) 川本波多線 川本町、美郷町 川本～高畑地区 3

土砂災害対策 (主) 邑南飯南線 邑南町 長藤地区 3

土砂災害対策 (主) 斐川一畑大社線 出雲市 出雲 30

土砂災害対策 (主) 浜田八重可部線 浜田市 浜田 60

土砂災害対策 (一) 本庄福富松江線 松江市 西川津～大海崎地区 3

土砂災害対策 (一) 上久野大東線 雲南市 塩田地区 6

土砂災害対策 (一) 佐田八神線 雲南市 波多地区 10

土砂災害対策 (一) 市木井原線 邑南町 市木～矢上地区 3



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：島根県 (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 島根県 島根県無電柱化推進計画事業 682
(国)４３２号（古志原工区）〔松江市〕、(国)４３２号（大庭１工
区）〔松江市〕、(国)４３２号（大庭３工区）〔松江市〕、(国)４３１
号（母衣町～南田町工区）〔松江市〕



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 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：島根県 (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 島根県 橋梁長寿命化修繕計画 2,071 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 島根県 トンネル長寿命化修繕計画 174 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 島根県 道路附属物等長寿命化修繕計画 199 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 松江市 橋梁長寿命化修繕計画 461 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 松江市 トンネル長寿命化修繕計画 59 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 松江市 道路附属物等長寿命化修繕計画 3 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 浜田市 橋梁長寿命化修繕計画 141 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 浜田市 トンネル長寿命化修繕計画 8 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 出雲市 橋梁長寿命化修繕計画 283 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 出雲市 道路附属物等長寿命化修繕計画 7 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 益田市 橋梁長寿命化修繕計画 49 個別の構造物は別紙参照

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



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：島根県 (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 大田市 橋梁長寿命化修繕計画 129 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 安来市 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 江津市 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 雲南市 橋梁長寿命化修繕計画 107 個別の構造物は別紙参照

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

道路メンテナンス事業 飯南町 橋梁長寿命化修繕計画 56 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 川本町 橋梁長寿命化修繕計画 20 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 美郷町 橋梁長寿命化修繕計画 43 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 邑南町 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 邑南町 トンネル長寿命化修繕計画 4 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 津和野町 橋梁長寿命化修繕計画 67 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 吉賀町 橋梁長寿命化修繕計画 71 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 海士町 橋梁長寿命化修繕計画 11 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：島根県 (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 西ノ島町 橋梁長寿命化修繕計画 6 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 知夫村 橋梁長寿命化修繕計画 35 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 隠岐の島町 橋梁長寿命化修繕計画 10 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

島根県 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

島根県橋梁長寿命化修繕計画

島根県 飯南町 国道184号 千石橋 橋梁 修繕

島根県 出雲市 国道184号 有原跨線橋 橋梁 修繕

島根県 出雲市 国道184号 赤川橋 橋梁 修繕

島根県 浜田市 国道186号 後野橋 橋梁 修繕

島根県 浜田市 国道186号 札場橋 橋梁 修繕

島根県 雲南市 国道314号 新引野橋 橋梁 修繕

島根県 奥出雲町 国道314号 大八川橋 橋梁 修繕

島根県 奥出雲町 国道314号 新八川橋 橋梁 修繕

島根県 奥出雲町 国道314号 湯ノ原橋 橋梁 修繕

島根県 出雲市 国道431号 苅藻橋 橋梁 修繕

島根県 奥出雲町 国道432号 米原大橋 橋梁 修繕

島根県 奥出雲町 国道432号 新大森橋 橋梁 修繕

島根県 益田市 益田阿武線 高角橋 橋梁 修繕

島根県 浜田市 益田種三隅線 新川橋 橋梁 修繕

島根県 益田市 益田種三隅線 川下橋 橋梁 修繕

島根県 奥出雲町 横田伯南線 五反田橋 橋梁 修繕

島根県 大田市 温泉津川本線 不言城橋 橋梁 修繕

島根県 吉賀町 柿木山口線 栃コロビ２号橋 橋梁 修繕

島根県 雲南市 掛合上阿井線 清流橋 橋梁 修繕

島根県 雲南市 掛合上阿井線 松映橋 橋梁 修繕

島根県 雲南市 掛合上阿井線 穴見谷橋 橋梁 修繕

島根県 雲南市 玉湯吾妻山線 久野川大橋 橋梁 修繕

島根県 出雲市 国道184号 野土橋 橋梁 修繕

島根県 雲南市 国道314号 尾原大橋 橋梁 修繕

島根県 雲南市 国道314号 平田大橋 橋梁 修繕

島根県 松江市 国道431号 東奥谷橋 橋梁 修繕

島根県 松江市 国道431号 境水道大橋 橋梁 修繕

島根県 出雲市 国道431号 中の島大橋 橋梁 修繕

島根県 松江市 国道432号 新安田大橋 橋梁 修繕

島根県 安来市 国道432号 三郎谷橋 橋梁 修繕

島根県 江津市 桜江金城線 桜江大橋 橋梁 修繕

島根県 江津市 桜江金城線 川戸橋 橋梁 修繕

島根県 吉賀町 鹿野吉賀線 魚切橋 橋梁 修繕

島根県 松江市 松江鹿島美保関線 新代官屋橋 橋梁 修繕

島根県 松江市 松江鹿島美保関線 宍道湖大橋 橋梁 修繕

島根県 松江市 松江鹿島美保関線 西生馬ﾎﾞｯｸｽ 橋梁 修繕

島根県 松江市 松江島根線 北田橋 橋梁 修繕

島根県 松江市 松江島根線 くにびき大橋 橋梁 修繕

島根県 松江市 松江島根線 小倉橋 橋梁 修繕

島根県 松江市 松江木次線 千本橋 橋梁 修繕

島根県 松江市 松江木次線 舟入橋 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

島根県 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

島根県 川本町 仁摩邑南線 松原橋 橋梁 修繕

島根県 大田市 静間久手停車場線 静間橋 橋梁 修繕

島根県 江津市 跡市川平停車場線 奥谷橋 橋梁 修繕

島根県 川本町 川本波多線 川本大橋 橋梁 修繕

島根県 美郷町 川本波多線 吾郷大橋 橋梁 修繕

島根県 美郷町 川本波多線 谷尻橋 橋梁 修繕

島根県 安来市 草野横田線 宝来橋 橋梁 修繕

島根県 出雲市 多伎江南出雲線 古志大橋 橋梁 修繕

島根県 大田市 池田久手停車場線 前谷橋 橋梁 修繕

島根県 津和野町 津和野須佐線 口屋橋 橋梁 修繕

島根県 津和野町 津和野田万川線 小枕橋 橋梁 修繕

島根県 大田市 湯里停車場祖式線 上市橋 橋梁 修繕

島根県 出雲市 斐川一畑大社線 灘橋 橋梁 修繕

島根県 出雲市 斐川出雲大社線 北神立橋 橋梁 修繕

島根県 雲南市 稗原木次線 簸上橋 橋梁 修繕

島根県 雲南市 稗原木次線 簸上橋(側道橋) 橋梁 修繕

島根県 安来市 布部安来線 横路橋 橋梁 修繕

島根県 出雲市 平田荘原線 瑞穂大橋 橋梁 修繕

島根県 美郷町 別府川本線 浸谷橋 橋梁 修繕

島根県 松江市 母衣町雑賀町線 東京橋 橋梁 修繕

島根県 安来市 本山伯太線 小竹大橋 橋梁 修繕

島根県 雲南市 木次直江停車場線 八口橋 橋梁 修繕

島根県 出雲市 国道184号 神立橋 橋梁 修繕

島根県 隠岐の島町 西郷布施線 卯敷橋 橋梁 修繕

島根県 西ノ島町 珍崎浦郷港線 生名橋 橋梁 修繕

島根県 西ノ島町 国道４８５号 田原橋 橋梁 修繕

島根県トンネル長寿命化修繕計画

島根県 安来市 国道432号 下布部トンネル トンネル 修繕

島根県 飯南町 県道川本波多線 角井トンネル トンネル 修繕

島根県 雲南市 県道玉湯吾妻山線 樋の谷トンネル トンネル 修繕

島根県 雲南市 県道吉田奥出雲線 曽木トンネル トンネル 修繕

島根県 出雲市 県道湖陵掛合線 才谷トンネル トンネル 修繕

島根県 美郷町 県道川本波多線 井ノ奥トンネル トンネル 修繕

島根県 美郷町 県道川本波多線 縺トンネル トンネル 修繕

島根県 大田市 県道仁摩邑南線 石見銀山トンネル トンネル 修繕

島根県 吉賀町 県道吉賀匹見線 上畑トンネル トンネル 修繕

島根県 津和野町 国道187号 新晩越トンネル トンネル 修繕

島根県道路附属物等長寿命化修繕計画

島根県 松江市 松江鹿島美保関線 比津横断歩道橋 道路附属物等 修繕

島根県 松江市 松江しんじ湖温泉停車場線 内中原横断歩道橋 道路附属物等 修繕

島根県 出雲市 国道431号 道路情報提供装置 道路附属物等 修繕

島根県 浜田市 国道186号 井手ヶ平スノーシェルター 道路附属物等 修繕

島根県 浜田市 国道186号 登り谷スノーシェルター 道路附属物等 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
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島根県 邑南町 県道浜田八重可部線 三坂峠スノーシェルター 道路附属物等 修繕

島根県 奥出雲町 国道314号 湯の原ロックシェッド 道路附属物等 修繕

島根県 邑南町 県道浜田作木線 伏谷ロックシェッド 道路附属物等 修繕

島根県 隠岐の島町 県道西郷都万郡線 波走洞門 道路附属物等 修繕

松江市橋梁長寿命化修繕計画

松江市 松江市 松江停車場玉造線 新嫁島橋 橋梁 修繕

松江市 松江市 地令家頭線 地令橋 橋梁 修繕

松江市 松江市 長海別所線 長海橋 橋梁 修繕

松江市 松江市 佐倉・田根線 関の前橋 橋梁 修繕

松江市 松江市 大谷春殖線 山崎橋 橋梁 修繕

松江市 松江市 松江駅東通阿弥陀線 朝日橋歩道橋 橋梁 修繕

松江市 松江市 浜乃木乃木福富線 福富橋 橋梁 修繕

松江市 松江市 嫁島公園線 嫁島高架橋 橋梁 修繕

松江市 松江市 宮尾学校線 学園橋 橋梁 修繕

松江市 松江市 古江圃場７号線 古江圃場７号線１号橋 橋梁 修繕

松江市 松江市 下佐陀古志線 新共栄橋 橋梁 修繕

松江市 松江市 大谷柳原線 大判平橋 橋梁 修繕

松江市 松江市 長谷大谷線 長谷橋 橋梁 修繕

松江市 松江市 大谷柳原線 又助橋 橋梁 修繕

松江市 松江市 新田・伊志見線 伊志見大橋 橋梁 修繕

松江市 松江市 八幡大井線 中海大橋 橋梁 修繕

松江市 松江市 佐波明神線 佐波灘橋 橋梁 修繕

松江市 松江市 新庄中央線 新市川橋 橋梁 修繕

松江市 松江市 千酌中央線 千酌橋 橋梁 修繕

松江市 松江市 千鳥堂形線 千鳥跨線橋 橋梁 修繕

松江市 松江市 薦津東西４号線 薦津東西４号線１号橋 橋梁 修繕

松江市 松江市 原ノ前後線 宮尾橋 橋梁 修繕

松江市 松江市 湯町堂桁線 堂桁橋 橋梁 修繕

松江市 松江市 大井大谷1号線 大井大谷1号線1号橋 橋梁 修繕

松江市 松江市 中尾西尾線 中尾西尾1号橋 橋梁 修繕

松江市 松江市 本庄4号線 本庄4号線1号橋 橋梁 修繕

松江市 松江市 西ノ村中川線 奥堅固院橋 橋梁 修繕

松江市 松江市 熊山10号線 熊山10号線1号橋 橋梁 修繕

松江市 松江市 金山橋本線 金山橋本橋 橋梁 修繕

松江市 松江市 片江中央線 神戸橋 橋梁 修繕

松江市トンネル長寿命化修繕計画

松江市 松江市 本谷六坊線 六坊トンネル トンネル 修繕

松江市 松江市 比津薦津線 比津トンネル トンネル 修繕

松江市 松江市 内馬高丸線 高庭トンネル トンネル 修繕

松江市道路附属物等長寿命化修繕計画

松江市 松江市 市道菅田比津線 城北横断歩道橋 道路附属物等 修繕

松江市 松江市 松江道路側道北線 出雲郷横断歩道橋（上り側道） 道路附属物等 修繕

浜田市橋梁長寿命化修繕計画
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浜田市 浜田市 日脚治和線 周布橋 橋梁 修繕

浜田市 浜田市 国府133号線 黒渕橋 橋梁 修繕

浜田市 浜田市 浜田122号線 上郷橋 橋梁 修繕

浜田市 浜田市 浜田181号線 浜田橋 橋梁 修繕

浜田市 浜田市 古湊白砂線 田ノ浦橋 橋梁 修繕

浜田市トンネル長寿命化修繕計画

浜田市 浜田市 柚根旭線 雲月トンネル トンネル 修繕

出雲市橋梁長寿命化修繕計画

出雲市 出雲市 真幸ヶ丘保知石線 知井宮高架橋 橋梁 修繕

出雲市 出雲市 鰐淵3号線 弥生橋 橋梁 修繕

出雲市 出雲市 平田松江幹線 清水橋 橋梁 修繕

出雲市 出雲市 伊野本線 伊野下橋 橋梁 修繕

出雲市 出雲市 柳瀬線 柳瀬橋 橋梁 修繕

出雲市 出雲市 豊田小池線 小池橋 橋梁 修繕

出雲市 出雲市 豊田小池線 豊田橋 橋梁 修繕

出雲市 出雲市 川向線 津戸橋 橋梁 修繕

出雲市 出雲市 高松319号線 高松319号線2号橋 橋梁 修繕

出雲市道路附属物等長寿命化修繕計画

出雲市 出雲市 斐川10号線 菅沢横断歩道橋 道路附属物等 修繕

益田市橋梁長寿命化修繕計画

益田市 益田市 飯田中央線 飯田橋 橋梁 修繕

益田市 益田市 土井の原線 殿居橋 橋梁 修繕

益田市トンネル長寿命化修繕計画

益田市 益田市 真砂都茂線 藤ヶ峠隧道 トンネル 修繕

益田市 益田市 大滝柏原線 片田原隧道 トンネル 修繕

大田市橋梁長寿命化修繕計画

大田市 大田市 西田線 相川橋 橋梁 修繕

大田市 大田市 落合橋線 落合橋 橋梁 修繕

大田市 大田市 大田小学校線 小学校前橋 橋梁 修繕

大田市 大田市 野城山口線 小原橋 橋梁 修繕

大田市 大田市 ユヲン谷線 ユヲン谷1号橋 橋梁 修繕

大田市 大田市 刺鹿柳瀬線 刺鹿柳瀬１号橋 橋梁 修繕

大田市 大田市 鈴見大津線 大津鈴見１号橋 橋梁 修繕

大田市 大田市 二中前線 沢田第1号橋 橋梁 修繕

大田市 大田市 江谷線 江谷4号橋 橋梁 修繕

大田市 大田市 古川線 古川橋 橋梁 修繕

大田市 大田市 赤井野梅線 赤井橋 橋梁 修繕

大田市 大田市 戸蔵1号線 戸蔵1号橋 橋梁 修繕

大田市 大田市 銀蔵小路線 銀蔵橋 橋梁 修繕

大田市 大田市 京信寺小路線 京信寺橋 橋梁 修繕

大田市 大田市 大森三久須線 本庄橋 橋梁 修繕

大田市 大田市 大森福原線 新屋橋 橋梁 修繕

大田市 大田市 下谷線 下谷1号橋 橋梁 修繕
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大田市 大田市 山中本線 山中橋 橋梁 修繕

大田市 大田市 草木原3号線 草木原2号橋 橋梁 修繕

大田市 大田市 湯里臨港線 久野橋 橋梁 修繕

大田市 大田市 専念寺谷線 専念寺谷橋 橋梁 修繕

大田市 大田市 高野寺線 風呂床橋 橋梁 修繕

安来市橋梁長寿命化修繕計画

安来市 安来市 市道上荒島線 円光寺橋 橋梁 修繕

安来市 安来市 市道荒島町内線 渡橋 橋梁 修繕

安来市 安来市 市道清井1号線 清井橋 橋梁 撤去

江津市橋梁長寿命化修繕計画

江津市 江津市 市道戸川川下線 新八戸川橋 橋梁 修繕

江津市 江津市 市道広谷線 広谷橋 橋梁 修繕

雲南市橋梁長寿命化修繕計画

雲南市 雲南市 深野線 山王橋 橋梁 修繕

奥出雲町橋梁長寿命化修繕計画

奥出雲町 奥出雲町 伊賀武線支線3号 橋詰橋 橋梁 修繕

奥出雲町 奥出雲町 簾線 川西橋 橋梁 修繕

奥出雲町 奥出雲町 琴枕支線2号 弁才天橋 橋梁 修繕

奥出雲町 奥出雲町 鋳物屋堀線 鋳物屋橋 橋梁 修繕

奥出雲町 奥出雲町 阿井小学校線 大上第3号橋 橋梁 修繕

奥出雲町 奥出雲町 奥内谷線 奥内谷第2号橋 橋梁 修繕

奥出雲町 奥出雲町 真地線 番所橋 橋梁 修繕

奥出雲町 奥出雲町 野伏中原線 中原橋 橋梁 修繕

奥出雲町 奥出雲町 報恩寺線 報恩寺橋 橋梁 修繕

飯南町橋梁長寿命化修繕計画

飯南町 飯南町 小和田張戸線 土室橋 橋梁 修繕

飯南町 飯南町 琴引大万木線 張戸橋 橋梁 修繕

飯南町 飯南町 フラワーバレー線 志津見橋 橋梁 修繕

飯南町 飯南町 新市赤名線 潜岩橋 橋梁 修繕

飯南町 飯南町 安江石次線 岩鋤橋 橋梁 修繕

飯南町 飯南町 弓取線 弓取橋 橋梁 修繕

飯南町 飯南町 三日市中線 弥山橋 橋梁 修繕

飯南町 飯南町 立石線 立石橋 橋梁 修繕

川本町橋梁長寿命化修繕計画

川本町 川本町 田水線 田水橋 橋梁 修繕

川本町 川本町 谷住宅団地７号線 学園橋 橋梁 修繕

美郷町橋梁長寿命化修繕計画

美郷町 美郷町 下谷線 第１下谷橋 橋梁 修繕

美郷町 美郷町 町中線 新屋橋 橋梁 修繕

邑南町橋梁長寿命化修繕計画

邑南町 邑南町 石見南線 茅場橋 橋梁 修繕

邑南町 邑南町 中山線 大向橋 橋梁 修繕

邑南町トンネル長寿命化修繕計画
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邑南町 邑南町 町道断魚ﾄﾝﾈﾙ線 断魚トンネル トンネル 修繕

津和野町橋梁長寿命化修繕計画

津和野町 津和野町 鉄砲丁耕田線 鍛治橋 橋梁 修繕

津和野町 津和野町 鉄砲丁耕田線 鉄砲丁耕田3号橋 橋梁 修繕

津和野町 津和野町 円の谷線 犬戻橋 橋梁 修繕

津和野町 津和野町 円の谷線 鍛冶屋谷橋 橋梁 修繕

津和野町 津和野町 日原市街線 旭橋 橋梁 修繕

津和野町 津和野町 日原市街線 旭橋（歩道） 橋梁 修繕

吉賀町橋梁長寿命化修繕計画

吉賀町 吉賀町 朝倉真田線 朝倉橋 橋梁 修繕

吉賀町 吉賀町 皆富横立線 大橋橋 橋梁 修繕

吉賀町 吉賀町 戸谷線 戸谷橋 橋梁 修繕

吉賀町 吉賀町 蓼野7号線 棗上み橋 橋梁 修繕

吉賀町 吉賀町 杉山線 杉山3号橋 橋梁 修繕

吉賀町 吉賀町 大井谷支4号線 大谷橋 橋梁 修繕

西ノ島町橋梁長寿命化修繕計画

西ノ島町 西ノ島町 ２６号 三度上橋 橋梁 修繕

知夫村橋梁長寿命化修繕計画

知夫村 知夫村 長尾線 太陽橋 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：　島根県 ※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

「たたら」生きづく雲南市　道路ネットワークづくり計画 雲南市 9

「森里海連環」津和野町型自伐林業による地域再生計画 津和野町 46

中国山地の豊かな自然で交流・交通整備計画 飯南町 18

　小　計 73

※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。



島 根 県

水管理・国土保全局



令和３年度当初予算　河川事業（直轄・島根県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

高津川 高津川 一般河川改修事業 191　 益田市
ま す だ し

江の川 江の川下流 一般河川改修事業 2,000　 江津市
ご う つ し

斐伊川 斐伊川 一般河川改修事業 1,720　
≪鳥取県
とっとりけん

≫境港市
さかいみなとし

≪島根県
しまね けん

≫松江市
ま つ え し

、出雲市
い ず も し

斐伊川 斐伊川 河川都市基盤整備事業 712　 松江市
ま つ え し

江の川 江の川下流 河川工作物関連応急対策事業 48　 江津市
ご う つ し

斐伊川 斐伊川 河川工作物関連応急対策事業 41　 松江
ま つ え

市
し

、出雲市
い ず も し

、安来市
や す ぎ し

斐伊川 総合水系環境整備事業 593　
≪鳥取県
とっとりけん

≫米子市
よ な ご し

≪島根県
しまね けん

≫松江市
ま つ え し

、安来市
や す ぎ し

、雲南市
う ん なんし

（※）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・島根県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

江の川 玉川 大規模特定河川事業 200　 江津市
ご う つ し

斐伊川 湯谷川 大規模特定河川事業 438　 出雲市
い ず も し

斐伊川 中川 大規模特定河川事業 110　 松江市
ま つ え し

斐伊川 塩冶赤川 大規模特定河川事業 580　 出雲市
い ず も し



島根県

　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。

( 1,435)

河川整備事業費 1,435 

　治水ダム等建設事業費補助

( 1,435)

　　建設工事 1,435 

( 835)

波積ダム 835 

( 600)

矢原川ダム 600 

事項 ダム名 備　　　　考



砂防
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

大規模特定 たかつがわ なるたにがわ かのあしぐん つわのちょう なよし

砂防等事業 高津川 鳴谷川 鹿足郡 津和野町 名賀 渓流保全工 70

事業間連携 そのた のなみD まつえし しまねちょう

砂防等事業 その他 野波D 松江市 島根町 砂防堰堤工 10
ひいかわ なかはらたにがわ うんなんし きすきちょう

斐伊川 中原谷川 雲南市 木次町 砂防堰堤工 55
ひいかわ みほいちだに いいいしぐん いいなんちょう とんばら

斐伊川 三保市谷 飯石郡 飯南町 頓原 砂防堰堤工 20
ひいかわ こみたにがわ うんなんし みとやちょう

斐伊川 小三谷川 雲南市 三刀屋町 砂防堰堤工 15
ひいかわ くらたにがわ にたぐん おくいずもちょう なかむら

斐伊川 蔵谷川 仁多郡 奥出雲町 中村 砂防堰堤工 50
ひいかわ ゆやだにがわ いずもし ひがしはやしぎちょう

斐伊川 湯屋谷川 出雲市 東林木町 砂防堰堤工 25
ひいかわ しみずだにがわ いずもし さだちょう

斐伊川 清水谷川 出雲市 佐田町 砂防堰堤工 5
からかわがわ やまさきがわ いずもし かわしもちょう

唐川川 山崎川 出雲市 河下町 砂防堰堤工 10
ひいかわ みたに いずもし さだちょう

斐伊川 御田・二 出雲市 佐田町 砂防堰堤工 40
ごうのかわ おおにわがわ おおちぐん おおなんちょう あすな

江の川 大庭川 邑智郡 邑南町 阿須那 砂防堰堤工 50
ごうのかわ はらのたにがわ おおちぐん みさとちょう ながとう

江の川 原の谷川 邑智郡 美郷町 長藤 砂防堰堤工 100

しずまかわ こいけだにがわ おおだし おおだちょう

静間川 小池谷川 大田市 大田町 砂防堰堤工 10

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（島根県　1/4）

事業区分 水系名 渓流名 所在地



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 うやがわ えびすだにがわ ごうつし あといちちょう

砂防等事業 敬川 エビス谷川 江津市 跡市町 渓流保全工 5
ごうのかわ やなぎC はまだし あさひちょう

江の川 柳C 浜田市 旭町 砂防堰堤工 10
そのた あらいそがわ ごうつし あさりちょう

その他 荒磯川 江津市 浅利町 砂防堰堤工 3
そのた にしのたにがわ ますだし にしひらはらちょう

その他 西の谷川 益田市 西平原町 渓流保全工 10
ますだがわ てきれがわ ますだし そめばちょう

益田川 テキレ川 益田市 染羽町 砂防堰堤工 20
ますだがわ あらいがわ（はたA） ますだし はたちょう

益田川 洗川（波田A） 益田市 波田町 砂防堰堤工 25
たかつがわ かみよこたてしもたにがわ かのあしぐん よしかちょう なのかいち

高津川 上横立下谷川 鹿足郡 吉賀町 七日市 砂防堰堤工 50
たかつがわ もとごうしもだにがわ かのあしぐん よしかちょう かきのきむらふくかわ

高津川 本郷下谷川 鹿足郡 吉賀町 柿木村福川 砂防堰堤工 15

小計 20箇所 528

21箇所 598

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（島根県　2/4）

事業区分 水系名 渓流名 所在地

合計



地すべり
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

事業間連携 ひいかわ おおたに いずもし よしのちょう

砂防等事業 斐伊川 大谷 出雲市 美野町 集水井工 37

ひいかわ みやま いずもし まんだちょう

斐伊川 深山 出雲市 万田町 横ボーリング工 20

ひいかわ きたがき いずもし こざかいちょう

斐伊川 北垣 出雲市 小境町 横ボーリング工 68
ひいかわ あさひがおか いずもし たくちょう

斐伊川 旭が丘 出雲市 多久町 横ボーリング工 32
そのた たかの はまだし ながはまちょう

その他 高野 浜田市 長浜町 横ボーリング工 1
ますだがわ なかとおだ ますだし とおだちょう

益田川 中遠田 益田市 遠田町 集水井工 30
ますだがわ くまこ ますだし みとちょう

益田川 熊子 益田市 美都町 横ボーリング工 15

7箇所 203

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（島根県　3/4）

事業区分 水系名 箇所名 所在地

合計



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 あめのはまいち まつえし しまねちょう

砂防等事業 雨の浜1 松江市 島根町 待受擁壁工 43

とおかいちに うんなんし かけやちょう

十日市２ 雲南市 掛合町 法枠工 29

2箇所 71
※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（島根県　4/4）

事業区分 水系名 箇所名 所在地

合計



島　根　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　 島根県

（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

43,000

松江市 松江市 継続 第1期白潟地区 1/2 21,500

1/2, 510,947

松江市 松江市 継続 第1期松江総合運動公園周辺地区 4.5/10 242,700

1/2, 83,789

江津市 江津市 継続 第３期江津地区 4.5/10 39,800

637,736

合計 304,000

内示額について、下段を国費とする。



島 根 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 島根県
地区名 事業名 事業費 備考

淞北台地区 地域居住機能再生推進事業 14,840 
14,840 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 島根県
地区名 事業名 事業費 備考

松江市 空き家対策総合支援事業 7,464
浜田市 空き家対策総合支援事業 12,000
出雲市 空き家対策総合支援事業 2,500
益田市 空き家対策総合支援事業 2,000
大田市 空き家対策総合支援事業 1,000
安来市 空き家対策総合支援事業 5,000
雲南市 空き家対策総合支援事業 2,500
奥出雲町 空き家対策総合支援事業 5,860
川本町 空き家対策総合支援事業 2,000
美郷町 空き家対策総合支援事業 1,000
津和野町 空き家対策総合支援事業 48,126
吉賀町 空き家対策総合支援事業 800
海士町 空き家対策総合支援事業 51,900
隠岐の島町 空き家対策総合支援事業 68,148

210,298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 島根県
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 185,053
185,053合計



港 湾 局

(単位：百万円)

事業区分 区分別事業費

島根県
島根県
島根県重 要 港 湾 境 境 港 小 計 600
島根県 管 理 組 合 直 轄 600
島根県
島根県 浜 田 島 根 県 小 計 615
島根県 直 轄 350
島根県 補 助 265
島根県
島根県地 方 港 湾 河 下 島 根 県 小 計 520
島根県 補 助 520
島根県

1,735
※境港管理組合の事業については、鳥取県と島根県の両県に記載している。

港湾管理者
令和3年度事業費

摘　　要

合　　　　計

港　　格 港　　名

島 根 県

令 和 ３ 年 度　 港 湾 整 備 事 業 予 算 



［直轄＋補助］ （単位：百万円)

事 業 費 主　　　要　　　内　　　容

（内地）

仙 台 1,574 耐震対策、無線施設整備、気象施設整備、移転補償等事業等

羽 田 49,363
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、
建築施設整備、無線施設整備、照明施設整備、住宅防音工事補助等

新 潟 3,189
浸水対策、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

広 島 1,097 浸水対策、滑走路端安全区域整備、エプロン改良、無線施設整備等

高 松 619 浸水対策、滑走路端安全区域整備、無線施設整備等

松 山 1,832
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 822
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

福 岡 24,728
滑走路増設、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 1,143 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

長 崎 1,920
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、照明施
設整備等

熊 本 1,720 CIQ施設整備、浸水対策、無線施設整備、気象施設整備等

大 分 2,716
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 2,889
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、教育施設・住宅防音工事補助等

鹿 児 島 3,292
浸水対策、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

成 田 2,656 庁舎耐震対策、CIQ施設整備、無線施設整備等

中 部 767 無線施設整備、気象施設整備等

関 西 3,012 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 1,795 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 960 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

山 形 174 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 97 浸水対策、無線施設整備

青 森 320 滑走路改良、誘導路改良、エプロン改良

花 巻 555 滑走路改良、無線施設整備、気象施設整備等

大 館 能 代 170 無線施設整備、気象施設整備

令和３年度　予算配分箇所表（空港整備）

会 社 管 理 空 港

特定地方管理空港

地 方 管 理 空 港

国 管 理 空 港

区　　　　分

1 / 4 



［直轄＋補助］ （単位：百万円)

事 業 費 主　　　要　　　内　　　容

令和３年度　予算配分箇所表（空港整備）

区　　　　分

庄 内 206 滑走路端安全区域整備、照明施設整備、気象施設整備

福 島 676 滑走路端安全区域整備、滑走路改良、誘導路改良、無線施設整備等

富 山 179 浸水対策、滑走路改良、無線施設整備

能 登 37 滑走路端安全区域整備

福 井 59 無線施設整備

松 本 42 無線施設整備、照明施設整備

静 岡 812 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、気象施設整備

神 戸 63 無線施設整備

南 紀 白 浜 341
滑走路端安全区域整備、耐震対策、滑走路改良、エプロン改良、無線施設
整備等

鳥 取 124 無線施設整備

出 雲 174 浸水対策、無線施設整備、照明施設整備等

石 見 531 滑走路改良、誘導路改良、無線施設整備、照明施設整備等

岡 山 415 エプロン改良、無線施設整備、照明施設整備等

佐 賀 413 誘導路改良、エプロン改良、無線施設整備、照明施設整備等

三 沢 37 無線施設整備、照明施設整備等

百 里 81 浸水対策、無線施設整備

小 松 1,122
エプロン拡張、浸水対策、誘導路改良、エプロン改良、無線施設整備、照
明施設整備等

美 保 375 エプロン改良、無線施設整備等

岩 国 108 浸水対策、無線施設整備等

徳 島 249 浸水対策、滑走路端安全区域整備、無線施設整備等

（北海道）

新 千 歳 6,625
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、無線施設整備等

稚 内 88 浸水対策、無線施設整備

釧 路 1,177 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備

函 館 1,440 浸水対策、滑走路端安全区域整備、無線施設整備等

旭 川 236 誘導路改良、無線施設整備等

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３年度　予算配分箇所表（空港整備）

区　　　　分

帯 広 1,349 滑走路端安全区域整備、誘導路改良、無線施設整備等

利 尻 33 滑走路端安全区域整備、無線施設整備

奥 尻 49 滑走路端安全区域整備、無線施設整備

中 標 津 35 無線施設整備、気象施設整備

紋 別 254 滑走路端安全区域整備、無線施設整備

女 満 別 336 滑走路端安全区域整備、エプロン改良、無線施設整備等

札 幌 126 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備等

（離島）

大 島 194 耐震対策、滑走路端安全区域整備、無線施設整備等

新 島 18 無線施設整備

神 津 島 77 無線施設整備

三 宅 島 18 無線施設整備

八 丈 島 474 無線施設整備

佐 渡 20 気象施設整備

隠 岐 18 無線施設整備

対 馬 301 滑走路改良、無線施設整備

福 江 240 無線施設整備

上 五 島 12 気象施設整備

種 子 島 62 滑走路端安全区域整備、無線施設整備

屋 久 島 4 気象施設整備

（奄美）

奄 美 216 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備等

喜 界 295 滑走路改良、照明施設整備

徳 之 島 160 滑走路端安全区域整備

沖 永 良 部 5 気象施設整備

地 方 管 理 空 港

共 用 空 港

地 方 管 理 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３年度　予算配分箇所表（空港整備）

区　　　　分

（沖縄）

那 覇 10,581
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、照明施設整備等、住宅防音工事補助

粟 国 6 照明施設整備

慶 良 間 6 照明施設整備

久 米 島 368 無線施設整備、照明施設整備等

南 大 東 147 滑走路端安全区域整備、照明施設整備

北 大 東 192 滑走路端安全区域整備、滑走路改良、誘導路改良、エプロン改良等

伊 江 島 30 滑走路端安全区域整備

宮 古 342 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、気象施設整備等

下 地 島 666 無線施設整備、照明施設整備等

多 良 間 163 滑走路端安全区域整備、気象施設整備

新 石 垣 249 浸水対策、無線施設整備、気象施設整備

波 照 間 46 無線施設整備

与 那 国 442 無線施設整備、照明施設整備

名 古 屋 58 誘導路改良

八 尾 554 浸水対策、誘導路改良、エプロン改良、無線施設整備等

但 馬 108 滑走路改良、無線施設整備等

天 草 157 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。

その他の空港等

国 管 理 空 港

地 方 管 理 空 港
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Ⅳ．管区海上保安本部等別配分額

[直轄事業]

対前年度倍率

海 上 保 安 庁 1 1,651 1.258

第 一 管 区
海 上 保 安 本 部

4 291 1.330

第 二 管 区
海 上 保 安 本 部

12 405 1.998

第 三 管 区
海 上 保 安 本 部

9 631 0.688

第 四 管 区
海 上 保 安 本 部

20 372 2.333

第 五 管 区
海 上 保 安 本 部

15 2,039 0.927

第 六 管 区
海 上 保 安 本 部

50 634 2.210

第 七 管 区
海 上 保 安 本 部

32 1,529 2.429

第 八 管 区
海 上 保 安 本 部

11 357 0.602

第 九 管 区
海 上 保 安 本 部

4 214 1.085

第 十 管 区
海 上 保 安 本 部

20 3,839 1.214

第 十 一 管 区
海 上 保 安 本 部

9 1,420 0.637

合　　　　　　　　計 185　※ 13,381 1.105

補助事業はなし ※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

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 襟裳岬船舶交通安全基盤整備事業 1

留萌港船舶交通安全基盤整備事業 1
函館港船舶交通安全基盤整備事業 1
厚岸漁港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 4
二 龍飛埼船舶交通安全基盤整備事業 1

能代港船舶交通安全基盤整備事業 1
宮古港船舶交通安全基盤整備事業 1
雄勝漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
中之作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
秋田船川港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
大間埼船舶交通安全基盤整備事業 1
陸奥大島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
八戸港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 12
三 京浜港船舶交通安全基盤整備事業※ 1

磯埼船舶交通安全基盤整備事業 1
洲埼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
剱埼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
横須賀港船舶交通安全基盤整備事業 1
舞阪船舶交通安全基盤整備事業 1
銚子港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 9
四 名古屋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
三河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
橋田鼻船舶交通安全基盤整備事業 1
トーガ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
広瀬船舶交通安全基盤整備事業(愛知県) 1
矢作川口沖船舶交通安全基盤整備事業 1
伊勢湾沖ノ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
篠島漁港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
大王埼船舶交通安全基盤整備事業 1
朝日礁船舶交通安全基盤整備事業 1
ヨセマル船舶交通安全基盤整備事業 1
石鏡漁港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
イチ島船舶交通安全基盤整備事業 1
四丈船舶交通安全基盤整備事業 1
渡リ黒ミ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 20



管区 事業箇所名 事業箇所数
五 明石海峡航路船舶交通安全基盤整備事業 1

大阪港船舶交通安全基盤整備事業 1
福良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
セメント磯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
赤穂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
鹿ノ瀬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
新宮港船舶交通安全基盤整備事業 1
孫埼船舶交通安全基盤整備事業 1
徳島小松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
高知港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 15
六 播磨灘北航路船舶交通安全基盤整備事業※ 1

広島港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
水島港船舶交通安全基盤整備事業 1
児島港船舶交通安全基盤整備事業 1
笠岡港船舶交通安全基盤整備事業 1
ネヅラ岩船舶交通安全基盤整備事業 1
竪場島船舶交通安全基盤整備事業 1
トクダキノ石船舶交通安全基盤整備事業 1
直島北西船舶交通安全基盤整備事業 1
東備港船舶交通安全基盤整備事業 1
岡山港船舶交通安全基盤整備事業 1
岩国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
伊予灘航路船舶交通安全基盤整備事業 1
音戸瀬戸船舶交通安全基盤整備事業 1
尾ノ鼻船舶交通安全基盤整備事業 1
安芸灘北航路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
福山港船舶交通安全基盤整備事業 1
尾道糸崎港船舶交通安全基盤整備事業 1
森ノ瀬ノ州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
似骨ノ礁船舶交通安全基盤整備事業 1
立花ノ州船舶交通安全基盤整備事業 1
細ノ州船舶交通安全基盤整備事業 1
中藻州船舶交通安全基盤整備事業 1
油ノ沖ノ石船舶交通安全基盤整備事業 1
牛クソ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
周防灘航路船舶交通安全基盤整備事業 1
八島船舶交通安全基盤整備事業 1
入鹿瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
団子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
沖ノハナゲ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
地ノハナゲ船舶交通安全基盤整備事業 1
干出岩船舶交通安全基盤整備事業 1
備讃瀬戸東航路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
来島海峡航路船舶交通安全基盤整備事業 1
新居浜港船舶交通安全基盤整備事業 1
錐ケ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
円瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
庄司太郎碆船舶交通安全基盤整備事業 1
水荷浦鼻沖船舶交通安全基盤整備事業 1
渡ケ碆船舶交通安全基盤整備事業 1
日振島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

小　　　　計 50
七 魚釣埼船舶交通安全基盤整備事業 1

豆酘埼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
佐世保港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
宇島港船舶交通安全基盤整備事業 1
小野田港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
沖ノ瀬船舶交通安全基盤整備事業(山口県) 1
波津白瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
住ノ江港船舶交通安全基盤整備事業 1
大牟田港船舶交通安全基盤整備事業 1
唐津港船舶交通安全基盤整備事業 1
伊万里港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
瀬戸港船舶交通安全基盤整備事業(長崎県) 1
脇岬港船舶交通安全基盤整備事業 1
口曽根船舶交通安全基盤整備事業 1
アサ曽根船舶交通安全基盤整備事業 1
鹿町海老曽根船舶交通安全基盤整備事業 1
米瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
滝瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
餅米瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
薄香湾舵掛岩船舶交通安全基盤整備事業 1
アサマ船舶交通安全基盤整備事業 1
大白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
牛島沖船舶交通安全基盤整備事業 1
杓子瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
イカヅチ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
中津港船舶交通安全基盤整備事業 1
郷ノ浦港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 32



管区 事業箇所名 事業箇所数
八 白島埼船舶交通安全基盤整備事業 1

三度埼船舶交通安全基盤整備事業 1
越前岬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
博奕岬船舶交通安全基盤整備事業 1
御津漁港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
黒島埼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
松江港船舶交通安全基盤整備事業 1
安来港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 11
九 猿山岬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
七尾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

小　　　　計 4
十 八代港船舶交通安全基盤整備事業 1

沖ノ瀬鼻船舶交通安全基盤整備事業 1
高杢島船舶交通安全基盤整備事業 1
助八瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
東チオミ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
牛深平瀬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
三角港船舶交通安全基盤整備事業 1
満越ノ瀬戸船舶交通安全基盤整備事業 1
小瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
メツ曽根船舶交通安全基盤整備事業 1
肥後延瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
細島港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
鹿児島湾口神瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
鳥ノ巣山船舶交通安全基盤整備事業 1
草垣島船舶交通安全基盤整備事業 1
国頭岬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
山川港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 20
十一 糸満漁港船舶交通安全基盤整備事業 1

那覇港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
本部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
平久保埼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
石垣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 9
合　　　　計 185※

※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



島 根 県

不動産・建設経済局



島根県
事業費

1.648

51.288

4.676

島根県 57.612

事業名 事業主体 備考

令和３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）

社会資本整備円滑化地籍整備事業 松江市

社会資本整備円滑化地籍整備事業 益田市

社会資本整備円滑化地籍整備事業 邑南町

計



令和３年度当初予算　社会資本整備総合交付金の配分

（島根県）
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

島根県における下水道事業の推
進

島根県 60,000 

第３期島根県住宅・住環境整備
計画（地域住宅計画　第３期島
根県地域）

島根県,安来市,飯南町,津和野町,邑南町,松
江市,浜田市,出雲市,益田市,大田市,江津
市,雲南市,奥出雲町,川本町,美郷町,吉賀
町,西ノ島町,知夫村,隠岐の島町,海士町

776,299 

２　地域資源を活かした地域の
活性化と安心安全な生活を支え
る基盤整備

島根県 2,470,611 

４　地域の生活に密着した市町
村道の整備

島根県,松江市,浜田市,出雲市,益田市,大田
市,安来市,江津市,雲南市,奥出雲町,飯南
町,川本町,美郷町,邑南町,津和野町,吉賀
町,海士町,知夫村,隠岐の島町

704,362 

広島・島根における尾道松江線
を軸とした広域観光活性化計画

島根県 424,350 

広島・島根における尾道松江線
を軸とした広域観光活性化計画
（重点）

島根県 94,050 

松江市における下水道施設の統
合の推進

松江市 26,400 

浜田市における下水道事業の推
進

浜田市 98,000 

出雲市における下水道事業の推
進

出雲市 600,000 

益田市における下水道事業の推
進

益田市 119,800 

大田市における下水道事業の推
進

大田市 467,000 

第２期石見銀山公園を拠点とし
た観光計画を利用した公園整備

大田市 20,000 

安来市における下水道事業の推
進

安来市 135,000 



（島根県）
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

江津市における下水道事業の推
進

江津市 118,750 

雲南市における下水道事業の推
進

雲南市 37,500 

三刀屋木次ＩＣ周辺地区都市再
生整備計画

雲南市 200 

津和野町における下水道事業の
推進

津和野町 25,000 

津和野城下町地区都市再生整備
計画

津和野町 158,500 

西ノ島町における下水道事業の
推進

西ノ島町 10,000 

隠岐の島町都市公園における遊
具等再編整備計画

隠岐の島町 30,000 

隠岐の島町における下水道事業
の推進

隠岐の島町 258,350 

6,634,172 

※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

（島根県）
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

県立都市公園における安全で安
心な公園づくり〔第2期〕（防
災・安全）

島根県 231,000 

総合的な水の安全・安心基盤整
備（防災・安全）（河川）

島根県,益田市 361,000 

地域住民の生命・財産を守る総
合的な土砂災害対策の推進（防
災・安全）（重点）

島根県 150,500 

土砂災害防止法に基づく基礎調
査の推進（防災・安全）

島根県 10,000 

地域住民の生命・財産を守る総
合的な土砂災害対策の推進（防
災・安全）

島根県 597,503 

島根県における下水道事業の推
進（防災・安全）

島根県 686,413 

第２期島根県安全で安心できる
住まい・まちづくり計画（防
災・安全）（地域住宅計画　第
３期島根県地域）

益田市,雲南市,邑南町,吉賀町,隠岐の島町,
島根県,松江市,浜田市,出雲市,江津市,大田
市,安来市,奥出雲町,飯南町,美郷町,津和野
町,知夫村,川本町

412,486 

総合的な水の安全・安心基盤整
備（防災・安全）（河川）（重
点）

島根県 89,000 

１８　災害に対し安全性信頼性
の高い道路整備（国土強靱化）
（防災・安全）

島根県,松江市,益田市,安来市,江津市,雲南
市,川本町,美郷町,津和野町,出雲市,大田
市,邑南町

3,158,105 

５　通学路の安全の確保（防
災・安全）

島根県 2,445,134 

８　災害に強く、安全安心な暮
らしを守る道路整備（防災・安
全）

島根県 3,147,955 

９　災害に強く、安全安心な暮
らしを守る市町村道の整備（防
災・安全）

松江市,浜田市,出雲市,益田市,大田市,安来
市,江津市,雲南市,奥出雲町,飯南町,川本
町,美郷町,邑南町,津和野町,吉賀町,海士
町,西ノ島町,知夫村,隠岐の島町,島根県

746,591 

１１　市町村道における通学路
の安全の確保（防災・安全）

松江市,浜田市,出雲市,邑南町,益田市,大田
市,安来市,江津市,雲南市,奥出雲町,飯南
町,美郷町,津和野町,海士町,西ノ島町,知夫
村,隠岐の島町,島根県

1,473,901 



（島根県）
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

安全に安心して利用出来るみな
と整備（防災・安全）

島根県 99,000 

利便性・安全性の向上を図るみ
なと整備（防災・安全）

島根県,海士町,松江市,西ノ島町,知夫村 102,000 

安全・安心な港湾海岸整備（防
災・安全）

島根県,松江市,隠岐の島町 46,750 

松江市における下水道事業の推
進（防災・安全）

松江市 96,350 

松江市における下水道施設の老
朽化対策の推進（防災・防安）

松江市 49,950 

浜田市における下水道事業の推
進（防災・安全）

浜田市 16,500 

出雲市における下水道事業の推
進（防災・安全）

出雲市 17,000 

出雲市内市街地における通学路
等の安全対策（防災・安全）

出雲市 140,250 

出雲市都市公園における安全・
安心の推進（第２期）

出雲市 3,950 

大田市における下水道事業の推
進（防災・安全）

大田市 50,000 

安来市における下水道事業の推
進（防災・安全）

安来市 110,000 

安来市における下水道施設の老
朽化対策の推進（防災・安全）

安来市 6,700 

江津市における下水道事業の推
進（防災・安全）

江津市 49,500 

江津市公園施設長寿命化対策推
進計画（防災・安全）

江津市 10,000 



（島根県）
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

川越地区における復興まちづく
りの推進

江津市 29,900 

雲南市における下水道事業の推
進（防災・安全）

雲南市 20,000 

雲南市都市公園における安全・
安心の公園づくり[第２期]（防
災・安全）

雲南市 15,000 

奥出雲町における下水道事業の
推進（防災・安全）

奥出雲町 19,100 

公園整備事業 横田公園テニス場
改築（工事）（防災・安全）

奥出雲町 25,000 

公園整備事業 横田公園管理棟改
築（工事）（防災・安全）

奥出雲町 17,500 

美郷町における下水道事業の推
進（防災・安全）

美郷町 10,900 

邑南町における下水道事業の推
進（防災・安全）

邑南町 20,000 

隠岐の島町運動公園施設長寿命
化計画（防災・安全）

隠岐の島町 69,000 

14,533,938 

※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


