
大 分 県

道 路 局



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：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 1,100

改築 国道57号 竹田市 竹田阿蘇道路 637

改築 国道210号 日田市 川下改良 100

改築 国道210号 大分市 横瀬拡幅 377

改築 国道212号 中津市 三光本耶馬渓道路 7,539

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：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） 9

岩崎交差点改良（宇佐市） 45

日出町歩道整備（日出町） 6

神崎交差点改良（大分市） 60

畑中交差点改良（大分市） 126

野津野口歩道整備（臼杵市） 150

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、
大分市、臼杵市

大分10号交通安全対策 402

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：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

右田歩道整備（九重町） 123

野上歩道整備（九重町） 27

庄内登坂車線整備（由布市） 198

交通安全 国道210号 九重町、由布市 大分210号交通安全対策 348



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：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 85

鴛野地区電線共同溝 162

電線共同溝 国道210号 大分市 大分210号電線共同溝 98 光吉地区電線共同溝 98

電線共同溝 247

路線名 備考

大分10号電線共同溝大分市国道10号



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：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 2,050 中津日田道路

改築 国道212号 中津市 耶馬溪山国道路 40 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 130

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：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 45

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：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 781

(国)197号(鶴崎拡幅)〔大分市〕、(国)442号（宗方工区)〔大分
市〕、(国)500号(汐見工区)〔別府市〕、(国)500号(鉄輪工区)
〔別府市〕、(国)210号(大道工区)〔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 27
(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：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 4,077 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 大分県 トンネル長寿命化修繕計画 1,377 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 大分県 道路附属物等長寿命化修繕計画 45 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 大分市 橋梁長寿命化修繕計画 427 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 大分市 トンネル長寿命化修繕計画 20 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 別府市 橋梁長寿命化修繕計画 99 個別の構造物は別紙参照

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

道路メンテナンス事業 中津市 トンネル長寿命化修繕計画 20 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 日田市 橋梁長寿命化修繕計画 95 個別の構造物は別紙参照

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 21 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 佐伯市 橋梁長寿命化修繕計画 167 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 佐伯市 トンネル長寿命化修繕計画 76 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：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 臼杵市 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 津久見市 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 津久見市 トンネル長寿命化修繕計画 34 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 竹田市 橋梁長寿命化修繕計画 140 個別の構造物は別紙参照

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 42 個別の構造物は別紙参照

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 139 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 豊後高田市 トンネル長寿命化修繕計画 116 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 杵築市 橋梁長寿命化修繕計画 243 個別の構造物は別紙参照

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 40 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 宇佐市 橋梁長寿命化修繕計画 138 個別の構造物は別紙参照

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 20 個別の構造物は別紙参照

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 195 個別の構造物は別紙参照

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 25 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：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 由布市 橋梁長寿命化修繕計画 270 個別の構造物は別紙参照

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 22 個別の構造物は別紙参照

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

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 111 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 姫島村 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 日出町 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 九重町 橋梁長寿命化修繕計画 109 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 玖珠町 橋梁長寿命化修繕計画 65 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

大分県 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

大分県橋梁長寿命化修繕計画

大分県 豊後高田市 国道213号 浜北橋 橋梁 修繕

大分県 豊後高田市 国道213号 臼野橋 橋梁 修繕

大分県 豊後高田市 県道中津高田線 両豊橋 橋梁 修繕

大分県 豊後高田市 県道小河内香々地線 樋ノ口橋 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 安岐大橋 橋梁 修繕

大分県 国東市 国道213号 楓江大橋 橋梁 修繕

大分県 国東市 国道213号 国見大橋 橋梁 修繕

大分県 国東市 国道213号 国東橋 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 国東市 県道国東安岐線 港橋 橋梁 更新

大分県 杵築市 国道213号 杵築橋 橋梁 修繕

大分県 別府市 県道別府一の宮線 小倉橋 橋梁 修繕

大分県 別府市 県道別府山香線 ツチグリ橋 橋梁 修繕

大分県 別府市 県道別府山香線 ヒゴタイ橋 橋梁 修繕

大分県 杵築市 県道成仏杵築線 高平橋 橋梁 修繕

大分県 杵築市 県道久木野尾山浦線 谷本篠橋 橋梁 修繕

大分県 杵築市 県道佐田山香線 鍛治屋橋 橋梁 修繕

大分県 杵築市 国道213号 馬場尾陸橋Ｃランプ 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 杵築市 県道糸原杵築線 松ヶ尾橋 橋梁 修繕

大分県 大分市 国道197号 竹下橋 橋梁 修繕

大分県 大分市 国道197号 舞鶴橋 橋梁 修繕

大分県 大分市 国道197号 第二城崎橋 橋梁 修繕

大分県 大分市 国道197号 金谷橋 橋梁 修繕

大分県 大分市 国道442号 明磧橋 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 家島橋（下り） 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 弁天大橋 橋梁 修繕

大分県 大分市 県道臼杵坂ノ市線 うぐいす橋 橋梁 修繕

大分県 大分市 県道大分挾間線 賀来跨線橋（上り） 橋梁 修繕

大分県 大分市 県道鶴崎大南線 別保橋 橋梁 修繕

大分県 大分市 県道鶴崎大南線 皆春陸橋 橋梁 修繕

大分県 大分市 県道竹中停車場線 筒井大橋 橋梁 修繕

大分県 大分市 県道萩原下郡線 萩原6号水路２号橋 橋梁 修繕

大分県 大分市 県道高崎大分線 御幸橋 橋梁 修繕

大分県 大分市 県道大分光吉インター線 ONランプ橋 橋梁 修繕

大分県 大分市 県道大分光吉インター線 OFFランプ橋 橋梁 修繕

大分県 大分市 県道大在大分港線 大在大橋（上り） 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

大分県 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

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 臼杵市 県道臼杵坂ノ市線 中ノ川２号橋 橋梁 修繕

大分県 臼杵市 県道臼杵坂ノ市線 新田中橋 橋梁 修繕

大分県 津久見市 県道四浦日代線 荒代第１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 津久見市 県道津久見野津線 奥河内橋 橋梁 修繕

大分県 津久見市 県道四浦日代線 荒代第３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 佐伯市 国道388号 芹川橋 橋梁 修繕

大分県 佐伯市 国道388号 茶屋ヶ鼻橋側道橋 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 新佐伯大橋 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 佐伯市 県道佐伯蒲江線 下孫四郎橋 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 佐伯市 国道388号 美国橋 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 県道床木海崎停車場線 河鹿橋 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 豊後大野市 県道緒方大野線 大渡橋 橋梁 修繕

大分県 豊後大野市 県道中判田犬飼線 涼月橋 橋梁 修繕

大分県 豊後大野市 県道中土師犬飼線 山内橋 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 竹田市 国道442号 車橋 橋梁 修繕

大分県 竹田市 国道442号 小川橋 橋梁 修繕

大分県 竹田市 国道502号 奥の谷橋 橋梁 修繕

大分県 竹田市 県道竹田五ヶ瀬線 長瀬橋 橋梁 修繕

大分県 竹田市 県道庄内久住線 黒岩橋 橋梁 修繕

大分県 竹田市 県道庄内久住線 三船橋 橋梁 修繕

大分県 竹田市 県道久住高原野津原線 四ツ口跨道橋 橋梁 修繕

大分県 竹田市 県道白丹竹田線 阿鹿野大橋 橋梁 修繕

大分県 竹田市 県道穴井迫荻線 桜橋 橋梁 修繕

大分県 玖珠町 国道387号 森川橋 橋梁 修繕

大分県 玖珠町 国道387号 老舞橋 橋梁 修繕

大分県 玖珠町 国道387号 七福橋 橋梁 修繕

大分県 玖珠町 県道森耶馬溪線 紅葉橋 橋梁 修繕

大分県 玖珠町 県道森耶馬溪線 西奥山橋 橋梁 修繕

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 玖珠町 県道玖珠山国線 昭和橋 橋梁 修繕

大分県 玖珠町 県道深耶馬玖珠線 郡界橋 橋梁 修繕

大分県 玖珠町 県道深耶馬玖珠線 清水橋 橋梁 修繕

大分県 九重町 県道田野庄内線 白水橋 橋梁 修繕

大分県 九重町 県道右田引治線 松平橋 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
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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 玖珠町 県道平原耶馬溪線 馬橋 橋梁 修繕

大分県 玖珠町 県道玖珠山国線 胴力橋 橋梁 修繕

大分県 日田市 国道211号 竹本橋 橋梁 修繕

大分県 日田市 国道212号 花月川大橋 橋梁 修繕

大分県 日田市 国道212号 花月川大橋 橋梁 修繕

大分県 日田市 国道212号 台霧大橋(下り線） 橋梁 修繕

大分県 日田市 国道212号 上野橋 橋梁 修繕

大分県 日田市 国道212号 小渕橋 橋梁 修繕

大分県 日田市 国道212号 松原橋 橋梁 修繕

大分県 日田市 国道387号 川畑橋 橋梁 修繕

大分県 日田市 県道天瀬阿蘇線 下筌橋 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 県道宝珠山日田線 後藤橋 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 日田市 国道212号 万々金橋 橋梁 修繕

大分県 中津市 国道500号 禅海橋 橋梁 修繕

大分県 中津市 県道中津高田線 自見大橋 橋梁 修繕

大分県 中津市 県道中津山国自転車道線 第2山国川橋 橋梁 修繕

大分県 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 県道津民中摩線 辻橋(既設部) 橋梁 修繕

大分県 中津市 国道212号 戸原橋（旧橋部） 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 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 県道安心院湯布院線 権現橋 橋梁 修繕

大分県 宇佐市 県道長洲宇佐線 第１於筆橋 橋梁 修繕

大分県 宇佐市 県道長洲宇佐線 第２於筆橋 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 宇佐市 県道宇佐本耶馬渓線 一丁田橋 橋梁 修繕

大分県 宇佐市 県道津房木裳線 口戸橋 橋梁 修繕

大分県 竹田市 国道442号 新笹無田橋 橋梁 修繕

大分県 竹田市 国道442号 千引橋 橋梁 修繕

大分県トンネル長寿命化修繕計画

大分県 豊後高田市 県道山香国見線 一畑トンネル トンネル 修繕

大分県 国東市 国道213号 納屋トンネル トンネル 修繕

大分県 国東市 国道213号 藤ノ木トンネル 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 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 国道217号 下ノ江トンネル トンネル 修繕

大分県 臼杵市 国道217号 新臼津トンネル トンネル 修繕

大分県 津久見市 国道217号 蔵富トンネル 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
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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 津久見市 県道佐伯津久見線 彦岳トンネル トンネル 修繕

大分県 津久見市 県道佐伯津久見線 宮山トンネル トンネル 修繕

大分県 津久見市 県道佐伯津久見線 井無田トンネル 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 臼杵市 県道臼杵坂ﾉ市線 臼坂トンネル トンネル 修繕

大分県 津久見市 県道臼杵津久見線 水晶山トンネル トンネル 修繕

大分県 臼杵市 県道大泊浜徳浦線 深江トンネル トンネル 修繕

大分県 津久見市 県道大泊浜徳浦線 浦代トンネル トンネル 修繕

大分県 津久見市 県道大泊浜徳浦線 堅浦トンネル トンネル 修繕

大分県 佐伯市 国道217号 佐伯トンネル トンネル 修繕

大分県 佐伯市 国道388号 高山トンネル トンネル 修繕

大分県 佐伯市 国道388号 蒲江トンネル トンネル 修繕

大分県 佐伯市 国道388号 新小向トンネル トンネル 修繕

大分県 佐伯市 県道日之影宇目線 中岳トンネル トンネル 修繕

大分県 佐伯市 県道佐伯津久見線 床木トンネル トンネル 修繕

大分県 佐伯市 県道佐伯津久見線 徳納トンネル トンネル 修繕

大分県 佐伯市 県道佐伯蒲江線 山谷トンネル トンネル 修繕

大分県 佐伯市 県道野津宇目線 新井の内トンネル トンネル 修繕

大分県 佐伯市 県道四浦港津井浦線 瀬会トンネル トンネル 修繕

大分県 佐伯市 県道梶寄浦佐伯線 亀の甲トンネル トンネル 修繕

大分県 佐伯市 県道梶寄浦佐伯線 新有明トンネル トンネル 修繕

大分県 佐伯市 県道床木海崎停車場線 芋ノ尾トンネル トンネル 修繕

大分県 佐伯市 県道床木海崎停車場線 河内トンネル トンネル 修繕

大分県 佐伯市 県道松浦米水津線 鶴御崎トンネル トンネル 修繕

大分県 佐伯市 県道西野浦河内線 下入津トンネル トンネル 修繕

大分県 佐伯市 国道388号 猪串トンネル トンネル 修繕

大分県 佐伯市 県道西野浦河内線 西野浦トンネル 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 豊後大野市 国道326号 小木浦トンネル トンネル 修繕

大分県 豊後大野市 国道326号 奥畑トンネル トンネル 修繕

大分県 豊後大野市 県道緒方朝地線 小野トンネル トンネル 修繕

大分県 竹田市 県道竹田直入線 長慶トンネル 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 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 日田市 国道387号 荒瀬人道トンネル 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 日田市 県道栃野西大山線 蜂ノ巣隧道 トンネル 修繕

大分県 中津市 県道森耶馬溪線 物部隧道 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 豊後大野市 県道竹田犬飼線 朝地トンネル トンネル 修繕

大分県 佐伯市 県道床木海崎停車場線 新八明トンネル 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５カルバート 道路附属物等 修繕
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大分県 中津市 国道212号 中津１６カルバート 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 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 宇佐市 国道387号 道路情報提供装置 道路附属物等 修繕

大分市橋梁長寿命化修繕計画

大分市 大分市 市道桑原大石線 尼ヶ瀬川1号橋 橋梁 修繕

大分市 大分市 市道大分港賀来線 井出ノ上橋 橋梁 修繕

大分市 大分市 市道端登犬飼線 稲積3号橋 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 市道道尻畑線 奧道尻橋 橋梁 修繕

大分市 大分市 市道尾原線 尾原２号橋 橋梁 修繕

大分市 大分市 市道田原4号線 上小野鶴1号橋 橋梁 修繕

大分市 大分市 市道上冬田玉泉寺線 玉泉寺1号橋 橋梁 修繕

大分市 大分市 市道太田・芝原線 芝原橋 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 市道炭屋奥村線 炭屋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 市道大山金谷迫線 寺の下橋 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 市道宮河内広内線 春田橋 橋梁 修繕

大分市 大分市 市道野田平横瀬線 平横瀬2号橋 橋梁 修繕

大分市 大分市 市道高崎団地椎迫線 福原橋 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 市道滝尾米良9号線 米良橋 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 市道敷戸大通り線 祐之木橋 橋梁 修繕

大分市 大分市 市道羽衣町浜町線 浜橋 橋梁 修繕

大分市 大分市 市道横田志村線 牟田橋１ 橋梁 修繕

大分市 大分市 市道辻原線 辻原橋 橋梁 修繕

大分市 大分市 市道平野木ノ上線 平野橋１ 橋梁 修繕

大分市 大分市 市道大分港7号線 瓜生橋 橋梁 修繕

大分市 大分市 市道浜町泉町線 弁天橋 橋梁 修繕

大分市 大分市 市道佐野線 松本橋 橋梁 修繕

大分市 大分市 市道城原久土線 丹生大橋 橋梁 修繕

大分市トンネル長寿命化修繕計画

大分市 大分市 市道高瀬秋岡線 秋岡トンネル トンネル 修繕

大分市 大分市 市道秋ﾉ江ﾄﾝﾈﾙ線 秋ノ江トンネル トンネル 修繕

別府市橋梁長寿命化修繕計画

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 市道明礬6号線 明礬５号橋 橋梁 修繕

別府市 別府市 市道田ノ口～隠山線 柳３号橋 橋梁 修繕
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別府市 別府市 市道山田2号線 山田１号橋 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 市道古寺8号線 石垣橋 橋梁 修繕

別府市 別府市 市道中島町線 仲の橋 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 市道合馬・是則線 小豆洗橋 橋梁 修繕

中津市 中津市 市道岸ノ上尾下線 奥曽橋 橋梁 修繕

中津市 中津市 市道一ツ松・西永添線 上片福橋 橋梁 修繕

中津市 中津市 市道山ノ神線 渋見1号橋 橋梁 修繕

中津市 中津市 市道北高西通り線 深田橋 橋梁 修繕

中津市 中津市 市道二又線 二又１号橋 橋梁 修繕

中津市 中津市 市道山ノ内線 山ノ内橋 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 市道中居線 板屋橋 橋梁 修繕

中津市 中津市 市道床並線 床並橋 橋梁 修繕

中津市 中津市 市道岩屋中川原線 旧岩屋橋 橋梁 修繕

中津市 中津市 市道栗山大坪線 栗山橋 橋梁 修繕

中津市 中津市 市道辻線 巌橋 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

中津市トンネル長寿命化修繕計画

中津市 中津市 市道杉畑上ﾉ畑線 白水トンネル トンネル 修繕

中津市 中津市 市道鳴落合線 上ノ川内隧道 トンネル 修繕

中津市 中津市 市道奥谷中詰線 奥谷隧道 トンネル 修繕

日田市橋梁長寿命化修繕計画

日田市 日田市 市道第一鎌手八石田線 小五馬橋 橋梁 修繕

日田市トンネル長寿命化修繕計画

日田市 日田市 市道日向野大石峠線 大石峠トンネル トンネル 修繕

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 市道高畠線 高畠橋 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 市道波越北2号線 大正橋 橋梁 修繕

佐伯市 佐伯市 市道津井地下線 内園1号橋 橋梁 修繕

佐伯市 佐伯市 市道所賀津留線 所賀津留橋 橋梁 修繕

佐伯市 佐伯市 市道桑の原藤河内線 桑の原藤河内線2号無名橋 橋梁 修繕

佐伯市 佐伯市 市道竹野浦河内中央線 第2江頭橋 橋梁 修繕

佐伯市 佐伯市 市道小蒲江猪串線 竹野浦2号橋 橋梁 修繕

佐伯市トンネル長寿命化修繕計画

佐伯市 佐伯市 市道広浦丸碰線 浅海井トンネル トンネル 修繕

佐伯市 佐伯市 市道ｵﾚﾝｼﾞﾛｰﾄﾞ海崎上浦線 車トンネル トンネル 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

大分県 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

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 市道ｵﾚﾝｼﾞﾛｰﾄﾞ海崎上浦線 四天トンネル 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 市道市浜海辺線 海辺6号橋 橋梁 修繕

臼杵市 臼杵市 市道祇園洲柳原線 柳原橋 橋梁 修繕

臼杵市 臼杵市 市道福良6号線 福良6号橋 橋梁 修繕

臼杵市 臼杵市 市道末石線 末石2号橋 橋梁 修繕

臼杵市 臼杵市 市道野代線 関屋橋 橋梁 修繕

臼杵市 臼杵市 市道市浜海辺線 海辺1号橋 橋梁 修繕

津久見市橋梁長寿命化修繕計画

津久見市 津久見市 市道小園線 上小園橋 橋梁 更新

津久見市 津久見市 市道徳浦松崎線 次郎淵橋 橋梁 修繕

津久見市 津久見市 市道長幸田尾線 鍛長橋 橋梁 修繕

津久見市 津久見市 市道日見北線 日見北１号橋 橋梁 更新

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 市道濁淵川向線 濁淵橋 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 市道荻菅生線 尾元橋 橋梁 修繕

竹田市 竹田市 市道境川青柳線 中園橋 橋梁 修繕

竹田市 竹田市 市道千人塚石原線 中原橋 橋梁 修繕

竹田市 竹田市 市道平木山中線 平木橋 橋梁 修繕

竹田市 竹田市 市道瀬戸南稲葉線 二郎橋 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 市道下田北仲村線 尾崎橋 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 市道湯の原桑畑線 長湯橋 橋梁 修繕

竹田市トンネル長寿命化修繕計画

竹田市 竹田市 市道濁淵川向線 濁淵トンネル 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

豊後高田市 豊後高田市 市道呉崎K-11号線 干拓第３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 豊後高田市 市道草地芝場線 芝場橋 橋梁 修繕

豊後高田市 豊後高田市 市道西松津線 松津橋 橋梁 修繕

豊後高田市 豊後高田市 市道草地畑線 神幸橋 橋梁 修繕

豊後高田市 豊後高田市 市道入津原中の島線 大黒橋 橋梁 修繕

豊後高田市 豊後高田市 市道大平影平線 西ノ迫橋 橋梁 修繕

豊後高田市 豊後高田市 市道呉崎B1-2号線 汐切橋 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 市道ｸﾞﾘｰﾝﾛｰﾄﾞ香々地高田線 貴船橋 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

大分県 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

豊後高田市トンネル長寿命化修繕計画

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 大平隧道 トンネル 修繕

豊後高田市 豊後高田市 市道羽根長小野線 河内トンネル トンネル 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 儀丁場隧道 トンネル 修繕

杵築市橋梁長寿命化修繕計画

杵築市 杵築市 市道下村線 大川司橋 橋梁 修繕

杵築市 杵築市 市道寺山迫線 鼻崎橋 橋梁 修繕

杵築市 杵築市 市道影平線 影平橋 橋梁 修繕

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 杵築市 市道上ニノ尾線 上二の尾橋 橋梁 修繕

杵築市 杵築市 市道安岐ダム線 赤松橋 橋梁 修繕

杵築市 杵築市 市道牛屋敷線 牛屋敷橋 橋梁 修繕

杵築市 杵築市 市道日出大田線 竜頭橋 橋梁 修繕

杵築市 杵築市 市道宮脇線 宮脇橋 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

杵築市トンネル長寿命化修繕計画

杵築市 杵築市 市道大田山香線 金谷隧道 トンネル 修繕

杵築市 杵築市 市道日出大田線 鋸山トンネル 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 市道津々良線 本村橋 橋梁 修繕

宇佐市 宇佐市 市道中恵良線 佐田橋 橋梁 修繕

宇佐市 宇佐市 市道川部・城井線 川島・下橋 橋梁 修繕

宇佐市トンネル長寿命化修繕計画

宇佐市 宇佐市 市道塔尾三反田線 櫟ヶ平隧道 トンネル 修繕

宇佐市 宇佐市 市道萱籠須崎線 須崎隧道 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 市道福河内線 旧窟岩橋 橋梁 修繕

豊後大野市 豊後大野市 市道上小坂入北線 山渡橋 橋梁 修繕

豊後大野市 豊後大野市 市道久原本村線 久原陸橋 橋梁 修繕

豊後大野市 豊後大野市 市道山ノ口線 浅水1号橋 橋梁 修繕

豊後大野市 豊後大野市 市道山ノ口線 山ノ口2号橋 橋梁 修繕

豊後大野市 豊後大野市 市道上赤嶺線 志もた橋 橋梁 修繕

豊後大野市 豊後大野市 市道鴨ヶ畑線 鴨ヶ畑橋 橋梁 修繕

豊後大野市 豊後大野市 市道宮尾中央線 宮尾中央橋 橋梁 修繕

豊後大野市 豊後大野市 市道上小坂入北線 鶴手石橋 橋梁 修繕

豊後大野市 豊後大野市 市道坂本線 坂本橋 橋梁 修繕

豊後大野市 豊後大野市 市道久知良内田線 津留田２号橋 橋梁 修繕

豊後大野市 豊後大野市 市道野尻線 牧橋 橋梁 修繕

豊後大野市 豊後大野市 市道姥社湯ノ迫線 妙見橋 橋梁 修繕

豊後大野市 豊後大野市 市道小原湯ノ迫線 烏帽子橋 橋梁 修繕

豊後大野市 豊後大野市 市道高伏線 大恩寺陸橋 橋梁 修繕

豊後大野市 豊後大野市 市道北部幹線 池田橋 橋梁 修繕

豊後大野市 豊後大野市 市道折立線 折立橋 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

大分県 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

豊後大野市 豊後大野市 市道徳尾線 たちんだ橋 橋梁 修繕

豊後大野市 豊後大野市 市道上重・石井線 石井橋 橋梁 修繕

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 市道越生線 越生トンネル 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 市道袋尾萩尾線 中渡橋 橋梁 修繕

由布市 由布市 市道天神橋同尻線 同尻橋 橋梁 修繕

由布市 由布市 市道小野屋龍原線 碩南大橋 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 市道小野屋原口線 新竜橋 橋梁 修繕

由布市 由布市 市道仁瀬小袋線 小袋橋 橋梁 修繕

由布市 由布市 市道上武宮真願寺線 西橋 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 市道前徳野岳本線 下湯ノ坪橋 橋梁 修繕

由布市 由布市 市道山崎荒木線 中央橋 橋梁 修繕

由布市 由布市 市道温泉場幹線 明治橋 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 市道下津々良線 馬渡跨線橋 橋梁 修繕

由布市 由布市 市道前徳野光永線 外浦田橋 橋梁 修繕

由布市 由布市 市道橋本線 橋本橋 橋梁 修繕

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 大谷トンネル トンネル 修繕

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

由布市 由布市 市道仁瀬小袋線 南園トンネル 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 市道日向線 大影橋 橋梁 修繕

国東市 国東市 市道櫛来本線 太田橋 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 市道岡西線 岡西橋 橋梁 修繕

国東市 国東市 市道荒巻沢掛線 沢掛南橋 橋梁 修繕

国東市 国東市 市道昭和線 昭和橋 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 市道大熊毛線 丹波橋 橋梁 修繕

国東市 国東市 市道赤松上小原線 寺前橋 橋梁 修繕

国東市 国東市 市道仁礼木津和田線 仁礼木橋 橋梁 修繕

国東市 国東市 市道小城成吉線 樋ノ口橋 橋梁 修繕

国東市 国東市 市道石ケ田尾線 平宗橋 橋梁 修繕

国東市 国東市 市道山口線 乙ヶ渕橋 橋梁 修繕

国東市 国東市 市道田中中園線 田中橋 橋梁 修繕

国東市 国東市 市道白禿線 白禿橋 橋梁 修繕

国東市 国東市 市道宮道潟辺線 櫛来橋 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 市道田深富来浦線 富来橋 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

大分県 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

国東市 国東市 市道長谷線 馬場橋 橋梁 修繕

国東市 国東市 市道岡畑線 岡畑橋 橋梁 修繕

国東市 国東市 市道瀬戸田下原線 永年橋 橋梁 修繕

国東市 国東市 市道京田線 京田橋 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 市道オレンジロード国東線 治郎丸橋 橋梁 修繕

国東市 国東市 市道オレンジロード武蔵線 手野高架橋 橋梁 修繕

国東市トンネル長寿命化修繕計画

国東市 国東市 市道ｵﾚﾝｼﾞ道路国見線 新涯隧道 トンネル 修繕

国東市 国東市 市道ｵﾚﾝｼﾞﾛｰﾄﾞ国東線 高雲隧道 トンネル 修繕

国東市 国東市 市道ｵﾚﾝｼﾞﾛｰﾄﾞ国東線 畑隧道 トンネル 修繕

国東市 国東市 市道ｵﾚﾝｼﾞﾛｰﾄﾞ武蔵線 志和利隧道 トンネル 修繕

国東市 国東市 市道ｵﾚﾝｼﾞﾛｰﾄﾞ安岐線 七郎隧道 トンネル 修繕

国東市 国東市 市道ｵﾚﾝｼﾞﾛｰﾄﾞ安岐線 吉松隧道 トンネル 修繕

日出町橋梁長寿命化修繕計画

日出町 日出町 町道沼津開拓線 無名橋４ 橋梁 修繕

九重町橋梁長寿命化修繕計画

九重町 九重町 町道恵良粟野線 粟野橋 橋梁 修繕

九重町 九重町 町道野上中学校線 寺田橋 橋梁 修繕

九重町 九重町 町道宝泉寺栗原線 宝泉寺蛍大橋 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 九重町 町道田尻線 田尻橋 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 町道四季彩ロード線 天ヶ谷橋 橋梁 修繕

九重町 九重町 町道湯坪筋湯線 河原橋 橋梁 修繕

玖珠町橋梁長寿命化修繕計画

玖珠町 玖珠町 町道元組線 粟野橋 橋梁 修繕

玖珠町 玖珠町 町道寺山･九日市線 笹ヶ原橋 橋梁 修繕

玖珠町 玖珠町 町道満徳寺線 第二板屋橋 橋梁 修繕

玖珠町 玖珠町 町道高橋線 仲田橋 橋梁 修繕

玖珠町 玖珠町 町道玖珠高線 農高橋 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：　大分県 ※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

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。



大 分 県

水管理・国土保全局



令和３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 440　
≪福岡県
ふくおかけん

≫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 469　 大分市
おおいたし

大野川 大野川 一般河川改修事業 242　 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 3,672　

≪福岡県
ふくおかけん

≫朝倉市
あ さ く ら し

、うきは市
し

、久留米市
く る め し

≪佐賀県
さ が け ん

≫神埼
かんざき

市
し

、佐賀市
さ が し

≪大分
おおいた

県
けん

≫日田市
ひ た し

山国川 山国川 河川工作物関連応急対策事業 195　 中津市
な か つ し

大分川 大分川 河川工作物関連応急対策事業 30　 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 109　 大分市
おおいたし

（※）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・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 380　 中津市
な か つ し

山国川 山国川 大規模特定河川事業 150　 中津市
な か つ し

筑後川 二串川 大規模特定河川事業 180　 日田市
ひ た し

高山川 高山川 大規模特定河川事業 70　 杵築市
き つ き し

八坂川 八坂川 大規模特定河川事業 250　 杵築市
き つ き し



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。

( 5,310)

河川整備事業費 5,310 

　治水ダム等建設事業費補助

( 5,310)

　　建設工事 5,310 

( 5,310)

竹田水害緊急治水ダム 5,310 玉来ダム

事項 ダム名 備　　　　考



砂防
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

大規模特定 さかいかわ いたちかわ べっぷし みなみたていし

砂防等事業 境川 板地川 別府市 南立石 渓流保全工 2
さかいかわ さかいかわ べっぷし みなみたていし

境川 境川 別府市 南立石 砂防堰堤工 117

小計 ２箇所 119

事業間連携 かつらがわ たてびらたにがわ きつきし おおたくつかけ

砂防等事業 桂川 立平谷川 杵築市 太田沓掛 砂防堰堤工 1
そのた ひみがわに つくみし ひみ

その他 日見川２ 津久見市 日見 砂防堰堤工 41
ばんじょうがわ さんのうだにがわ さいきし はせ

番匠川 山王谷川 佐伯市 長谷 砂防堰堤工 1
そのた まるばえがわ さいきし かみうらあざむいうら

その他 丸ばえ川 佐伯市 上浦浅海井浦 砂防堰堤工 1
やまぐにがわ ひらばるしもがわ なかつし やばけいまちおおの

山国川 平原下川 中津市 耶馬溪町大野 砂防堰堤工 1
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

山国川 口ノ林川上 中津市 耶馬溪町戸原 砂防堰堤工 33
やっかんがわ やざきがわ① うさし あじむまちやざき

駅館川 矢崎川① 宇佐市 安心院町矢崎 砂防堰堤工 40

小計 ７箇所 118

９箇所 237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（大分県　1/3）

事業区分 水系名 渓流名 所在地



工種 事業費 備考
市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

特定緊急 ちくごがわ かみたにかわ ひたし かみつえまちかみのだ

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 15
ちくごがわ みやたかわ ひたし なかつえむらとちの

筑後川 宮田川 日田市 中津江村栃野 砂防堰堤工 15

２箇所 30

令和３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　2/3）

事業区分 水系名 渓流名 所在地

合計



工種 事業費 備考
市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

特定緊急 おおいたがわ かしわの ゆふし はさままちかしわの

地すべり事業 大分川 柏野 由布市 挾間町柏野 杭工 20

１箇所 20

令和３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　3/3）

事業区分 水系名 渓流名 所在地

合計



令和３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 40,000 20,000

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 20,000 10,000

計 60,000 30,000

事業名 事業主体 事業種別 事業費 国費



大　分　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　 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

42,000

大分市 大分市 継続 細地区 4.5/10 18,900

184,000

大分市 大分市 継続 大分市中心市街地地区 1/2 92,000

1/2, 72,421

大分市 大分市 新規 大分市鶴崎地区 4.5/10 34,400

45,000

大分市 大分市 新規 大友氏遺跡歴史公園周辺地区(第2期） 1/2 22,500

119,000

別府市 別府市 新規 別府公園周辺地区 1/2 59,500

462,421

合計 227,300

内示額について、下段を国費とする。



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：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：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 781
(国)197号(鶴崎拡幅)〔大分市〕、(国)442号（宗方工区)〔大分市〕、
(国)500号(汐見工区)〔別府市〕、(国)500号(鉄輪工区)〔別府市〕、
(国)210号(大道工区)〔大分市〕、(都)南立石亀川線〔別府市〕



大 分 県

住 宅 局



地域居住機能再生推進事業　実施計画（令和３年度　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 20,024 
20,024 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 大分県
地区名 事業名 事業費 備考

臼杵市 空き家対策総合支援事業 14,700
竹田市 空き家対策総合支援事業 2,270

16,970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 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 330,000
330,000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 121
大分県 直 轄 86
大分県 補 助 35
大分県
大分県 別 府 大 分 県 小 計 64
大分県 直 轄 64
大分県
大分県 大 分 大 分 県 小 計 448
大分県 直 轄 208
大分県 補 助 240
大分県
大分県 佐 伯 大 分 県 小 計 320
大分県 直 轄 320
大分県

953合　　　　計

港湾管理者
令和3年度事業費

摘　　要

大 分 県

令 和 ３ 年 度　 港 湾 整 備 事 業 予 算 

港　　格 港　　名



港 湾 局

(単位：百万円)

高 潮 対 策 大 分 大 分 県 小 計 1,149
直 轄 1,149

1,149合　　　　計

海岸管理者
令和3年度事業費

摘　　要

事 業 区 分 区分別事業費

大 分 県

令 和 ３ 年 度　 海 岸 事 業 予 算

事 業 種 別 海 岸 名



［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

2 / 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

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

3 / 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

（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

4 / 4 



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



大 分 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

大分県 （単位：百万円）

事　業　名 箇　所　名 所　在　地 事 業 費 備　　考

［一般会計］
官庁営繕費 佐伯税務署 佐伯市 544 新営事業

大分港湾合同庁舎 大分市 106 給排水設備改修

合　　計 651

※各箇所の計数は単位未満四捨五入のため、合計において合致しない。



大 分 県

不動産・建設経済局



大分県
事業費

38.000

大分県 38.000

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 竹田市

計



令和３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

親しみをもてやすらぎのある豊
の国の川づくり

大分県 70,000 

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 100,000 

海岸利用促進のための海岸環境
整備

大分県 20,000 

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

458,950 

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

787,623 

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

1,572,673 

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 110,250 

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 571,750 

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 246,000 

立地に適した計画的な土地利用
の推進によるコンパクトで暮ら
しやすいまちづくり

大分市 38,100 

おおいたのきれいな水環境の形
成（重点計画）

大分市 943,000 

別府市地域住宅等整備計画（亀
川地区）（重点計画）

別府市 497,236 

都市公園の整備による「１日中
過ごせる公園」の実現

別府市 62,000 



（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２期）都市公園の早期整備
による健康で心豊かな生活の実
現

中津市 20,500 

日田市中心市街地地区都市再生
整備計画

日田市 93,200 

津久見地区都市再生整備計画 津久見市 30,500 

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 39,660 

第３期杵築市における歴史的景
観まちづくり

杵築市 950 

カチあるまちうさの下水道　未
普及対策（重点計画）

宇佐市 531,600 

（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 36,000 

ＪＲ柳ヶ浦駅周辺地区都市再生
整備計画

宇佐市 87,800 

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 63,100 

6,380,892 

※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

（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

県民の命と暮らしを守る社会資
本整備と老朽化対策の推進（重
点計画）

大分県 33,000 

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 64,400 

老朽化施設における利用者の安
全を確保する港湾整備（防災・
安全）（第２期）

大分県 41,000 

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

1,206,991 

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

524,000 

土砂災害に強い県土づくりの推
進（防災・安全）2期

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

811,695 

（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

95,000 

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 50,000 

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 3,500 

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 1,421,901 

安心・安全な暮らしを支える住
まいづくり（地域住宅計画　大
分県地域）

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

279,006 

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

4,106,390 

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

1,218,066 



（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

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

64,747 

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 798,818 

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

108,093 

安全・安心を確保する道路施設
の適確な維持管理の推進（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,姫
島村,日出町,九重町,玖珠町

38,500 

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

311,370 

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

1,434,982 

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 86,500 

大分市宅地耐震化推進事業（防
災・安全）

大分市 11,500 

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 1,178,500 

おおいたの下水道の防災力向上 大分市 592,325 

佐伯市宅地耐震化推進事業（防
災・安全）

佐伯市 1,500 

竹田市宅地耐震化推進事業（防
災・安全）

竹田市 1,100 

豊後大野市宅地耐震化推進事業
（防災・安全）

豊後大野市 900 



（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

由布市宅地耐震化推進事業（防
災・安全）

由布市 600 

国東市宅地耐震化推進事業（防
災・安全）

国東市 808 

（第2期）避難地の創出による安
全・安心な都市づくりの推進
（防災・安全)

日出町 16,000 

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 21,200 

14,522,392 

※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


