
徳 島 県

道 路 局



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：直轄事業

所　　管：国土交通省

都道府県名：徳島県 (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55号 阿南市 桑野道路 400

改築 国道55号 牟岐町 牟岐バイパス 148

路線名 備考

※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：徳島県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄国道

交通安全 国道11号 徳島市、鳴門市 徳島11号交通安全対策 80

交通安全 国道28号 鳴門市、松茂町 徳島28号交通安全対策 5

交通安全 国道32号 三好市 徳島32号交通安全対策 5

交通安全 国道55号
阿南市、美波町、
海陽町

徳島55号交通安全対策 31

交通安全 国道192号
三好市、
つるぎ町、
吉野川市

徳島192号交通安全対策 6

路線名 備考



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：徳島県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

電線共同溝 国道28号 鳴門市 徳島28号電線共同溝 90 鳴門地区電線共同溝 90

電線共同溝 国道55号 美波町 徳島55号電線共同溝 20 美波地区電線共同溝 20

路線名 備考



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：徳島県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

維持管理 国道55号 徳島市～海陽町 徳島55号維持管理 229

維持管理 カーボンニュートラル・豪雪対策 12

路線名 備考



令和３年度　補正予算　箇所表（ゼロ国債）

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：徳島県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

維持管理 国道55号 徳島市～海陽町 徳島55号維持管理 280

路線名 備考



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:徳島県 (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） 徳島環状線 徳島市、藍住町
国府～藍住工区
【徳島環状道路】

320

改築 （主） 徳島環状線 徳島市
新浜～八万工区
【徳島環状道路】

50

改築 （都） 徳島東環状線 徳島市
末広～住吉工区
【徳島環状道路】

80

改築 （主） 阿南小松島線 小松島市 立江櫛渕工区 700

改築 （主） 阿南勝浦線 阿南市 渡り上り工区 50

改築 （一） 徳島津田インター線 徳島市 津田②工区 400

路線名 備考



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:徳島県 (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438号 美馬市、つるぎ町 川上工区、河内工区 60

土砂災害対策 国道492号 美馬市 大佐古工区、口山～大北工区 50

土砂災害対策 (一) 粟山殿野線 三好市 仏子～殿野 100

土砂災害対策 (一) 福井椿泊加茂前線 阿南市 大瀬井、宮ヶ谷～瀬井 70

土砂災害対策 (一) 竹ガ谷鷲敷線 那賀町 西納～相名 30

土砂災害対策 (一) 西納大久保線 那賀町 請ノ谷 10

土砂災害対策 (一) 古屋日浦線 那賀町 花瀬 30

路線名 備考



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:徳島県 (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 徳島県 橋梁長寿命化修繕計画 60 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 徳島県 トンネル長寿命化修繕計画 10 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 徳島県 道路附属物等長寿命化修繕計画 40 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 徳島市 橋梁長寿命化修繕計画 87 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 勝浦町 橋梁長寿命化修繕計画 2 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 神山町 橋梁長寿命化修繕計画 83 個別の構造物は別紙参照



令和３年度　補正予算　箇所表 別紙

※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成
徳島県

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

徳島県橋梁長寿命化修繕計画
徳島県 徳島市 県道鬼籠野国府線 舟戸下橋 橋梁 修繕
徳島県 小松島市 県道小松島港南小松島停車線 八千代橋 橋梁 修繕
徳島県 小松島市 県道小松島佐那河内線 野上橋 橋梁 修繕
徳島県 藍住町 県道松茂吉野線 勝瑞跨線橋 橋梁 修繕
徳島県 藍住町 県道松茂吉野線 藍園橋(歩道部上り) 橋梁 修繕
徳島県 徳島市 県道徳島引田線 庄町Box橋 橋梁 修繕
徳島県 徳島市 県道徳島引田線 蔵本跨線橋 (A2橋台) 橋梁 修繕
徳島県 徳島市 県道徳島引田線 田宮川橋 橋梁 修繕
徳島県 徳島市 県道徳島環状線 国府跨線橋[西](本橋) 橋梁 修繕
徳島県 徳島市 県道徳島環状線 国府跨線橋[東](本橋) 橋梁 修繕
徳島県 三好市 県道徳島環状線 三好橋 橋梁 修繕
徳島県 徳島市 県道徳島環状線 昭和ﾗﾝﾌﾟ加速車線橋 橋梁 修繕
徳島県 小松島市 県道徳島小松島線 勢合橋 橋梁 修繕
徳島県 上勝町 県道徳島上那賀線 新傍示橋 橋梁 修繕
徳島県 勝浦町 県道徳島上那賀線 生名谷橋(車道部) 橋梁 修繕
徳島県 勝浦町 県道徳島上那賀線 第1坂本橋 橋梁 修繕
徳島県 勝浦町 県道徳島上那賀線 与川内橋 橋梁 修繕
徳島県 藍住町 県道桧藍住線 前川橋 橋梁 修繕
徳島県 小松島市 県道和田島赤石線 太田橋 橋梁 修繕
徳島県 神山町 国道193号 北谷3号橋 橋梁 修繕
徳島県 神山町 国道438号 上山橋 橋梁 修繕

徳島県トンネル長寿命化修繕計画
徳島県 那賀町 国道193号 平谷２号トンネル トンネル 修繕
徳島県 那賀町 国道193号 木沢トンネル トンネル 修繕
徳島県 那賀町 国道195号 折宇トンネル トンネル 修繕

徳島県道路附属物等長寿命化修繕計画
徳島県 阿南市 県道坂野羽ﾉ浦線 羽ノ浦歩道橋 道路附属物等 修繕
徳島県 北島町 県道松茂吉野線 北島横断歩道橋 道路附属物等 修繕
徳島県 徳島市 県道川内大代線 川内町横断歩道橋 道路附属物等 修繕
徳島県 徳島市 県道徳島引田線 北島田三丁目歩道橋 道路附属物等 修繕
徳島県 徳島市 県道徳島環状線 昭和歩道橋 道路附属物等 修繕
徳島県 徳島市 県道徳島小松島線 昭和町五丁目歩道橋 道路附属物等 修繕
徳島県 徳島市 県道徳島小松島線 津田横断歩道橋 道路附属物等 修繕
徳島県 徳島市 県道徳島小松島線 論田横断歩道橋 道路附属物等 修繕
徳島県 徳島市 国道438号 大道一丁目歩道橋 道路附属物等 修繕

徳島市橋梁長寿命化修繕計画
徳島市 徳島市 市道不動中央線 飯尾川橋 橋梁 修繕
徳島市 徳島市 市道蔵本・北島田線 藪ノ下橋 橋梁 修繕
徳島市 徳島市 市道佐古・矢三・春日線 佐矢橋 橋梁 修繕
徳島市 徳島市 市道住吉・南末広線 安宅大橋 橋梁 修繕
徳島市 徳島市 市道宮前・杉ノ露線 宮前西橋 橋梁 修繕

勝浦町橋梁長寿命化修繕計画
勝浦町 勝浦町 町道星谷中央線 星谷橋 橋梁 更新

神山町橋梁長寿命化修繕計画
神山町 神山町 町道大久保線 新丹生谷橋 橋梁 修繕
神山町 神山町 町道大埜地線 文化橋 橋梁 修繕
神山町 神山町 町道川又中内線 竹平橋 橋梁 修繕
神山町 神山町 町道中津金泉線 神通谷橋 橋梁 修繕
神山町 神山町 町道中津本名線 第二大埜地橋 橋梁 修繕



徳 島 県

水管理・国土保全局



令和３年度補正予算　河川事業（直轄・徳島県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

吉野川 吉野川 一般河川改修事業 2,462　 美馬市
みまし

、東
ひがし

みよし町
ちょう

、松茂町
まつしげちょう

、北島町
きたじまちょう

那賀川 那賀川 一般河川改修事業 980　 阿南市
あなんし

吉野川 吉野川 河川維持修繕事業 650　 三好市
みよしし

～河口
かこう

那賀川 那賀川 河川維持修繕事業 167　 阿南市
あなんし

～河口
かこう

（※）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年度補正予算　河川事業（補助・徳島県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

吉野川 撫養川 事業間連携河川事業 200　 鳴門市
な る と し

那賀川 那賀川 事業間連携河川事業 50　 阿南市
あ な ん し

、那賀町
な か ち ょ う

日和佐川 日和佐川 事業間連携河川事業 70　 美波町
みなみちょう

吉野川 多々羅川 大規模特定河川事業 120　 徳島市
と く し ま し

那賀川 那賀川 大規模特定河川事業 50　 那賀町
な か ち ょ う

福井川 福井川 大規模特定河川事業 170　 阿南市
あ な ん し

海部川 善蔵川 大規模特定河川事業 40　 海陽町
かいようちょう

吉野川 多々羅川 大規模更新河川事業 100　 徳島市
と く し ま し



徳島県

　令和３年度補正予算直轄ダム事業
（単位：百万円）

事業費は共同費である。

※工事諸費等を除く

堰堤維持事業 吉野川ダム統合管理 24

河川総合開発事業 那賀川長安口ダム改造 400

那賀川小見野々ダム再生 250

水資源開発事業 吉野川旧吉野川河口堰 50

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備　　　　　考



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

よしのがわ いやがわ おもわれだに おもわれだにさぼうえんてい みよしし ひがしいやくぼ

四国山地砂防 砂防 吉野川 祖谷川 おもわれ谷 おもわれ谷砂防堰堤 三好市 東祖谷久保 砂防堰堤工 150
よしのがわ いやがわ いやがわ ぜんとくけいりゅうほぜんこう みよしし にしいややまむらぜんとく

吉野川 祖谷川 祖谷川 善徳渓流保全工 三好市 西祖谷山村善徳 渓流保全工 150

合計 2 箇所 300

事業費
（百万円）

備　考

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（徳島県　１／１）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種



令和３年度　　直轄地すべり対策事業箇所別調書（補正）（徳島県 １/１）
事務所名 事業区分 地区名 工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

ぜんとく みよしし にしいややまむらぜんとく しゅうすいせいこう

四国山地砂防 善徳 三好市 西祖谷山村善徳 集水井工 100

１箇所 100合計

所在地

地すべり対策



砂防
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

事業間連携 よしのがわ たかもりひがしだに みょうどうぐん さなごうちそん なかへん さぼうえんていこう

砂防等事業 吉野川 高森東谷 名東郡 佐那河内村 中辺 砂防堰堤工 5
かつうらがわ まえやまだに かつうらぐん かつうらちょう なかつのとよた さぼうえんていこう

勝浦川 前山谷 勝浦郡 勝浦町 中角豊田 砂防堰堤工 5
そのた とりがまるたに なるとし きたなだちょうとりがまる さぼうえんていこう

その他 鳥ケ丸谷 鳴門市 北灘町鳥ケ丸 砂防堰堤工 5
そのた しおたに３ごうたに あなんし たちばなちょうしおたにやま さぼうえんていこう

その他 汐谷３号谷 阿南市 橘町汐谷山 砂防堰堤工 20
よしのがわ たにぐちきょくだに みまし こやだいらたにぐち さぼうえんていこう

吉野川 谷口局谷 美馬市 木屋平谷口 砂防堰堤工 5
よしのがわ すいじんだに みまぐん つるぎちょう さだみつおおたにし さぼうえんていこう

吉野川 水神谷 美馬郡 つるぎ町 貞光太田西 砂防堰堤工 5
なかがわ まつのきだに なかぐん なかちょう なるせ さぼうえんていこう

那賀川 松ノ木谷 那賀郡 那賀町 成瀬 砂防堰堤工 20

７箇所 65

令和３年度補正予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（徳島県　1/2）

合計

事業区分 所在地水系名 渓流名



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 なると みまし あなぶきちょうあなぶきにしなると よこぼーりんぐこう

砂防等事業 成戸 美馬市 穴吹町穴吹西成戸 横ボーリング工 12
かわせ みまし あなぶきちょうふるみやかわせ よこぼーりんぐこう

川瀬 美馬市 穴吹町古宮川瀬 横ボーリング工 12
たにぐちかげ みまし こやだいらたにぐちかけ よこぼーりんぐこう

谷口カゲ 美馬市 木屋平谷口カケ 横ボーリング工 12
かつらぎ みまぐん つるぎちょう はんだかつらぎ よこぼーりんぐこう

葛城 美馬郡 つるぎ町 半田葛城 横ボーリング工 12
にしぼうじ みよしし いけだちょうおおり よこぼーりんぐこう

西傍示 三好市 池田町大利 横ボーリング工 12
ふき みよしし いかわちょういうちひがし よこぼーりんぐこう

吹 三好市 井川町井内東 横ボーリング工 12
にしのうら みよしし いかわちょういうちにし よこぼーりんぐこう

西浦 三好市 井川町井内西 横ボーリング工 12
くわうち みよしし やましろちょうみつかね よこぼーりんぐこう

桑内 三好市 山城町光兼 横ボーリング工 12
みつかね みよしし やましろちょうみつかね よこぼーりんぐこう

光兼 三好市 山城町光兼 横ボーリング工 12
あわやま みよしし やましろちょうあわやま あんかーこう

粟山 三好市 山城町粟山 アンカー工 12
しばかわ みよしし やましろちょうしばかわ よこぼーりんぐこう

柴川 三好市 山城町柴川 横ボーリング工 12
かきのお みよしし やましろちょうかみみょう よこぼーりんぐこう

柿の尾 三好市 山城町上名 横ボーリング工 12
のぶまさ みよしし やましろちょうのぶまさ よこぼーりんぐこう

信正 三好市 山城町信正 横ボーリング工 12
ぶっし みよしし やましろちょうぶっし あんかーこう

仏子 三好市 山城町仏子 アンカー工 12
くぼ みよしし ひがしいやくぼ あんかーこう

久保 三好市 東祖谷久保 アンカー工 12
あるせ みよしし にしいややまむらあるせ しゅうすいせいこう

有瀬 三好市 西祖谷山村有瀬 集水井工 12
なかお みよしし にしいややまむらなかお よこぼーりんぐこう

中尾 三好市 西祖谷山村中尾 横ボーリング工 12
みょうじ みよしし にしいややまむらみょうじ よこぼーりんぐこう

冥地 三好市 西祖谷山村冥地 横ボーリング工 12

18箇所 216

令和３年度補正予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（徳島県　2/2）

合計

事業区分 水系名 箇所名 所在地



令和３年度補正予算（ゼロ国債）　河川事業（直轄・徳島県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

吉野川 吉野川 一般河川改修事業 250　 徳島市
とくしまし

那賀川 那賀川 一般河川改修事業 200　 阿南市
あなんし

（※）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。



徳島県

　令和３年度補正予算直轄ダム事業（ゼロ国債）
（単位：百万円）

事業費は共同費である。

※工事諸費等を除く

河川総合開発事業 那賀川長安口ダム改造 120

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備　　　　　考



令和３年度　　直轄地すべり対策事業箇所別調書（ゼロ国）（徳島県 １/１）
事務所名 事業区分 地区名 工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

ぜんとく みよしし にしいややまむらぜんとく しゅうすいせいこう

四国山地砂防 善徳 三好市 西祖谷山村善徳 集水井工 70

１箇所 70合計

所在地

地すべり対策



徳　島　県

都市局



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：地域連携（補助） ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:徳島県 (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） 徳島東環状線 徳島市
末広～住吉工区
【徳島環状道路】

80 ※

※防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策

路線名 備考



港 湾 局

(単位：百万円)

単年度支出 ゼロ国債 合　計

徳島県

徳島県

徳島県重 要 港 湾 徳 島 小 松 島 徳 島 県 小 計 769 769

徳島県 直 轄 769 769

徳島県

769 769合　　　　計

港湾管理者

令 和 ３ 年 度 補 正 予 算

摘　　要

事業区分
事　　業　　費

徳 島 県

令 和 ３ 年 度　 港 湾 整 備 事 業 予 算 

港　　格 港　　名



令和３年度補正予算　社会資本整備総合交付金の配分（加速化対策分）

（徳島県）
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

２ 対流促進型県土の形成に資す
る道路ネットワークの整備

徳島県,徳島市,鳴門市,小松島市,阿南市,阿
波市,三好市,勝浦町,上勝町,石井町,神山
町,那賀町,美波町,板野町,つるぎ町,東みよ
し町

396,170 

396,170 

※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年度補正予算　社会資本整備総合交付金の配分（加速化対策分）

（徳島県）
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

３ 道路施設の防災・減災対策と
安全・安心な生活空間の確保（防
災・安全）

徳島県,徳島市,鳴門市,小松島市,阿南市,吉
野川市,阿波市,美馬市,三好市,上勝町,佐那
河内村,那賀町,牟岐町,美波町,海陽町,板野
町,つるぎ町,東みよし町,勝浦町,神山町

1,559,258 

４　国土強靱化地域計画に基づく
県土の形成に資する道路ネット
ワークの整備（防災・安全）

徳島県,徳島市,小松島市,阿南市,阿波市,三
好市,勝浦町,那賀町,美波町,つるぎ町,東み
よし町

239,569 

既存ストック有効活用に向けた安
全安心な徳島県の港づくり（重
点）（防災・安全）

徳島県 22,000 

県土の水害に備えた基盤整備の推
進（防災・安全）

徳島県,美馬市,つるぎ町,阿南市 3,412,000 

大規模地震・津波、頻発・激甚化
する水害を迎え撃つ強くしなやか
な「戦略的河川・海岸施設総合整
備」の推進（防災・安全）緊急対
策

徳島県 720,000 

総合的な土砂災害対策の推進（防
災・安全）（重点）

徳島県 112,200 

総合的な土砂災害対策の推進（防
災・安全）

徳島県,美馬市 352,160 

命と暮らしを守る下水道事業の推
進（防災・安全）（重点計画）

徳島市,鳴門市,小松島市,阿南市,美波町,松
茂町

30,400 

命と暮らしを守る下水道事業の推
進（防災・安全）

徳島県,徳島市,阿南市,吉野川市,東みよし
町,小松島市

25,000 

「新・命を守る」土砂災害対策の
推進（防災・安全）

徳島県 20,000 

津波・高潮等の大規模自然災害を
迎え撃つ強靱な県土づくりの推進
（防災・安全）

徳島県 150,000 

安全で安心な防災拠点となる都市
公園の整備（防災・安全）

徳島県,小松島市 47,000 

6,689,587 

※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年度補正予算　社会資本整備総合交付金の配分（通常分）

（徳島県）
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

２ 対流促進型県土の形成に資す
る道路ネットワークの整備

徳島県,徳島市,鳴門市,小松島市,阿南市,阿
波市,三好市,勝浦町,上勝町,石井町,神山
町,那賀町,美波町,板野町,つるぎ町,東みよ
し町

53,030 

地域の暮らしを支え快適で活力
ある徳島県の港づくり（重点）

徳島県 65,000 

徳島県の経済・産業を支え豊か
で潤いある生活を実現するみな
と整備

徳島県 4,000 

未来へつなぐ良好な河川環境づ
くりの推進（重点）

徳島県 5,000 

県民の健康づくりを図る安全で
快適な公園整備の推進（第2期）

徳島県,小松島市 51,000 

178,030 

※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年度補正予算　社会資本整備総合交付金の配分（通常分）

（徳島県）
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

１ 生活空間における通学路や踏
切の重点的な交通安全対策の推
進（防災・安全）

徳島県,小松島市,つるぎ町,阿南市,阿波市,
美馬市,東みよし町,北島町,上勝町,徳島市

64,900 

64,900 

※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


