
大 分 県

道 路 局



令和４年度　第２次補正予算　箇所表

種　　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年１２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 10

改築 国道57号 竹田市 竹田阿蘇道路 530

改築 国道210号 日田市 川下改良 10

改築 国道210号 大分市 横瀬拡幅 52

改築 国道212号 中津市 三光本耶馬渓道路 1,360

路線名 備考



令和４年度　第２次補正予算　箇所表

種　　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年１２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

交通安全 国道10号 宇佐市～日出町 大分10号交通安全対策 30

交通安全 国道57号 竹田市 大分57号交通安全対策 30

交通安全 国道210号 九重町～由布市 大分210号交通安全対策 71

備考路線名



令和４年度　第２次補正予算　箇所表

種　　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年１２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

電線共同溝 国道10号 大分市 大分10号電線共同溝 20 錦町地区電線共同溝 20

電線共同溝 国道210号 大分市 大分210号電線共同溝 10 光吉地区電線共同溝 10

路線名 備考



令和４年度　第２次補正予算　箇所表

種　　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年１２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

維持管理 国道10号 中津市～佐伯市 大分10号維持管理 129

維持管理 国道57号 竹田市～大分市 大分57号維持管理 109

維持管理 国道210号 日田市～大分市 大分210維持管理 758

維持管理 佐伯市 大分東九州自動車道維持管理 23

維持管理 省エネルギー化 30

路線名 備考



令和４年度　第２次補正予算　箇所表（ゼロ国債）

種　　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年１２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

維持管理 国道210号 日田市～大分市 大分210号維持管理 110

路線名 備考



令和４年度　第２次補正予算　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年１２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 700

改築 国道212号 中津市 耶馬溪山国道路 490

改築 （都） 庄の原佐野線 大分市 下郡工区 320

改築 国道212号 日田市 日田拡幅 80

路線名 備考



令和４年度　第２次補正予算　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年１２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　第２次補正予算　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年１２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 993

(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(石垣工
区)〔別府市〕、(国)500号(鉄輪工区)〔別府市〕、(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 170
(市)荷揚4号線外(荷揚工区)、(市)荷揚舞鶴(城崎工区)、
(市)府内3号(府内工区)



令和４年度　第２次補正予算　箇所表

種　　  別：補助事業 ※市町村名は、令和４年１２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 2,179

佐田小学校、津房小学校、南院内小学校、豊洋小学
校、飯田小学校、森中央小学校、安岐小学校、安岐
中央小学校、志成学園、下堅田小学校、八幡小学
校、木立小学校、宗方小学校、山口小学校、北部小
学校、石井小学校、有田小学校、河内小学校、三重
東小学校、由布院小学校

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 32 境川小学校、石垣小学校、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 17 大幡小学校

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 88 四日市北小学校、柳ヶ浦小学校



令和４年度　第２次補正予算　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年１２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 2,052 内訳は別紙参照

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 255 内訳は別紙参照

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 20 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 大分市 橋梁長寿命化修繕計画 23 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 大分市 道路附属物等長寿命化修繕計画 7 内訳は別紙参照

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 20 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 津久見市 橋梁長寿命化修繕計画 4 内訳は別紙参照

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 3 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 竹田市 橋梁長寿命化修繕計画 10 内訳は別紙参照



令和４年度　第２次補正予算　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年１２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 宇佐市 橋梁長寿命化修繕計画 100 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 日出町 橋梁長寿命化修繕計画 13 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 玖珠町 橋梁長寿命化修繕計画 7 内訳は別紙参照



令和４年度　第２次補正予算　箇所表 別紙

※市町村名は、令和４年１２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 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 櫛来大橋 橋梁 修繕
大分県 杵築市 国道213号 杵築橋 橋梁 修繕
大分県 日出町 国道213号 三車橋（上り線） 橋梁 修繕
大分県 日出町 国道213号 三車橋（下り線） 橋梁 修繕
大分県 日出町 県道藤原杵築線 大左右橋 橋梁 修繕
大分県 別府市 県道別府山香線 キスミレ橋 橋梁 修繕
大分県 日出町 国道213号 東部橋 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 松ヶ尾橋 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 県道大在大分港線 三海橋 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 県道大分挾間線 賀来跨線橋（上り） 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 佐伯市 国道326号 中の原橋 橋梁 修繕
大分県 佐伯市 国道326号 釘戸橋 橋梁 修繕
大分県 佐伯市 国道326号 土取橋 橋梁 修繕
大分県 佐伯市 県道野津宇目線 井の内橋 橋梁 修繕
大分県 佐伯市 県道野津宇目線 椎の木河橋 橋梁 修繕
大分県 佐伯市 県道佐伯蒲江線 上樋落橋 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 佐伯市 国道326号 桜坂橋 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 県道緒方朝地線 大恩寺大橋 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442号 桜馬場橋 橋梁 修繕
大分県 竹田市 国道442号 福原大橋 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 県道森耶馬溪線 普門寺橋 橋梁 修繕
大分県 中津市 国道213号 犬丸橋 橋梁 修繕
大分県 宇佐市 国道387号 鷹岩橋 橋梁 修繕
大分県 宇佐市 県道下恵良九重線 下恵良橋 橋梁 修繕
大分県 宇佐市 県道円座中津線 十田橋 橋梁 修繕
大分県 宇佐市 県道円座中津線 出口橋 橋梁 修繕
大分県 宇佐市 県道中津高田線 根筈橋 橋梁 修繕
大分県 大分市 県道中判田下郡線 米良高架橋 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 国道326号 赤迫橋 橋梁 修繕
大分県 佐伯市 国道326号 熊野橋 橋梁 修繕
大分県 中津市 県道森耶馬溪線 百田橋 橋梁 修繕
大分県 宇佐市 県道中津高田線 小松橋 橋梁 修繕
大分県 宇佐市 県道長洲宇佐線 陸黒橋 橋梁 修繕
大分県 国東市 県道国東安岐線 港橋 橋梁 更新

大分県トンネル長寿命化修繕計画
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 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 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 大道トンネル下り 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 大分市 県道大分大野線 上石川トンネル 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 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 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 県道梶寄浦佐伯線 女郎崎トンネル トンネル 修繕
大分県 佐伯市 県道大入島北循環線 新日向泊トンネル 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 中津市 国道212号 一ッ戸トンネル トンネル 修繕
大分県 中津市 国道212号 渋見トンネル トンネル 修繕
大分県 国東市 県道豊後高田国東線 行入トンネル トンネル 修繕
大分県 佐伯市 県道小野市重岡線 榎トンネル トンネル 修繕
大分県 佐伯市 県道梶寄浦佐伯線 中浦トンネル 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



令和４年度　第２次補正予算　箇所表 別紙

※市町村名は、令和４年１２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 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
大分市橋梁長寿命化修繕計画

大分市 大分市 市道大原江又線 大原橋1 橋梁 修繕
大分市 大分市 市道竹の原三国境線 岩元橋 橋梁 修繕
大分市 大分市 市道志村北8号線 志村橋 橋梁 修繕
大分市 大分市 市道末広南春日線 蓮田橋１ 橋梁 修繕
大分市 大分市 市道駄原中原線 高崎陸橋 橋梁 修繕
大分市 大分市 市道下郡東12号線 野麿橋 橋梁 修繕

大分市道路附属物等長寿命化修繕計画
大分市 大分市 市道下郡東西大通り線 下郡カルバート 道路附属物等 修繕

佐伯市トンネル長寿命化修繕計画
佐伯市 佐伯市 市道オレンジロード海崎上浦線 広浦隧道 トンネル 修繕
佐伯市 佐伯市 市道春日通り坂ﾉ浦線 佐伯トンネル トンネル 修繕
佐伯市 佐伯市 市道浪太地下線 浪太トンネル トンネル 修繕

津久見市橋梁長寿命化修繕計画
津久見市 津久見市 市道桜ヶ瀬道尾線 桜ヶ瀬橋 橋梁 修繕
津久見市 津久見市 市道大友線 岩屋橋 橋梁 修繕
津久見市 津久見市 市道下村線 下村橋 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 市道城原線 新住吉橋 橋梁 修繕
竹田市 竹田市 市道城原線 松尾橋 橋梁 修繕
竹田市 竹田市 市道岩瀬線 新岩瀬橋 橋梁 修繕
竹田市 竹田市 市道漆迫線 漆迫橋 橋梁 修繕
竹田市 竹田市 市道石原板切線 上石原橋 橋梁 修繕
竹田市 竹田市 市道老野古屋敷線 観音橋 橋梁 修繕
竹田市 竹田市 市道米賀牧の元線 俵谷橋 橋梁 修繕
竹田市 竹田市 市道牧ノ元石原線 柳原橋 橋梁 修繕
竹田市 竹田市 市道山脇線 中島橋 橋梁 修繕

宇佐市橋梁長寿命化修繕計画
宇佐市 宇佐市 岩崎玄川線 玄川橋 橋梁 修繕
宇佐市 宇佐市 下時枝・川部線 荒木橋 橋梁 修繕
宇佐市 宇佐市 円座御沓線 第二御沓橋 橋梁 修繕
宇佐市 宇佐市 上恵良台線 上恵良橋 橋梁 修繕
宇佐市 宇佐市 北山線 第二観音橋 橋梁 修繕
宇佐市 宇佐市 松崎免田・原畑線 浜川橋 橋梁 修繕
宇佐市 宇佐市 下矢部桧垣線 檜垣橋 橋梁 修繕
宇佐市 宇佐市 塔尾宮線 塔尾橋 橋梁 修繕
宇佐市 宇佐市 大根川・赤尾線 佐野3号橋 橋梁 修繕
宇佐市 宇佐市 ふるさと東部線 松崎9号橋 橋梁 修繕
宇佐市 宇佐市 鳥越隧道・小向線 板平橋 橋梁 修繕
宇佐市 宇佐市 西屋敷新道線 西屋敷大橋 橋梁 修繕
宇佐市 宇佐市 出光線 新出橋 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 柿の木田線 左京橋 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 宇佐市 糸口・吉松線 下高8号橋 橋梁 修繕

日出町橋梁長寿命化修繕計画
日出町 日出町 町道南大神中央線 大神橋 橋梁 修繕
日出町 日出町 町道高平目刈線 高平橋1 橋梁 修繕
日出町 日出町 町道太田豊岡駅前線 曲木橋 橋梁 修繕

玖珠町橋梁長寿命化修繕計画
玖珠町 玖珠町 町道寺山～九日市線 笹ヶ原橋 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 玖珠町 町道車谷線 筒井橋 橋梁 修繕
玖珠町 玖珠町 町道中丁線 中丁橋 橋梁 修繕



令和４年度　第２次補正予算　箇所表（ゼロ国債）

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年１２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 775

改築 国道212号 日田市 日田拡幅 1,050

路線名 備考



大 分 県

水管理・国土保全局



令和４年度補正予算　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

山国川 山国川 一般河川改修事業 380 ※
《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 600 ※ 大分市
おおいたし

大野川 大野川 一般河川改修事業 600 ※ 大分市
おおいたし

番匠川 番匠川 一般河川改修事業 522 ※ 佐伯市
さいきし

山国川 山国川 河川維持修繕事業 50 ※ 中津
な か つ

市
し

～河口
か こ う

大分川 大分川 河川維持修繕事業 294 ※ 由布市
ゆ ふ し

～河口
か こ う

大分川 大分川 河川維持修繕事業 15 由布市
ゆ ふ し

～河口
か こ う

大野川 大野川 河川維持修繕事業 387 ※ 大分市
お お い た し

～河口
か こ う

番匠川 番匠川 河川維持修繕事業 557 ※ 佐伯市
さ い き し

～河口
か こ う

筑後川 筑後川 河川維持修繕事業 1,377 ※ 日田
ひ た

市
し

～河口
か こ う

山国川 山国川 河川工作物関連応急対策事業 46 ※ 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 25 ※ 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。

・防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策（※）

備　　　　　考



令和４年度補正予算　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

筑後川 二串川 大規模特定河川事業 50　 日田市
ひ た し

筑後川 野上川 大規模特定河川事業 60　 九重
ここのえ

町
まち

高山川 高山川 大規模特定河川事業 20　 杵築市
き つ き し

番匠川 堅田川 河川メンテナンス事業 30　 ※個別施設については、別紙参照

・上記箇所は全て防災・減災、国土強靭化のための５か年加速化対策



令和４年度補正予算　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
さいき

市
し

番匠川 堅田川 番匠川51-1

応急対策事業



大分県

　令和４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 山国川耶馬渓ダム 25

山国川平成大堰 30

水資源開発事業 筑後川大山ダム 48

・上記は全て防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備　　　　　考



令和４年度補正予算　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 佐伯市、国東市、津久見市 475 ※個別施設については、別紙参照

・上記箇所は全て防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策



令和４年度補正予算　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

佐伯市 番匠川 堅田川 黒沢ダム

佐伯市 番匠川 床木川 床木ダム

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

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

砂防等事業 境川 境川 別府市 南立石 砂防堰堤工 31

小計 1箇所 31

事業間連携 ひみがわ

砂防等事業 その他 日見川 津久見市 日見 砂防堰堤工 60
まちかわ③

山国川 町川③ 中津市 本耶馬渓町跡田 砂防堰堤工 50
やざきかわ①

佐田川 矢崎川① 宇佐市 安心院町矢崎 砂防堰堤工 10

小計 3箇所 120

4箇所 151
・上記箇所は全て防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策

令和４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（大分県　1/3）

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）

砂防メンテナンス ともだちく

事業 友田地区外 日田市外 友田外 老朽化対策 756

１箇所 756
・急傾斜の事業費は補助基本額である
・上記箇所は全て防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策

合計

令和４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（大分県　2/3）

事業区分 水系名
渓流名
箇所名

所在地



施設名 構造物種別 事業種別

おざきちく

大分県 豊後高田市 尾崎地区　外 尾崎地区急傾斜地崩壊防止施設　等法面工　等 改築　等
まつばちく

別府市 松葉地区　外 松葉地区地すべり防止施設　等 横ボーリング工　等 改築　等
しもしらきちく

大分市 下白木地区　外下白木地区急傾斜地崩壊防止施設　等法面工　等 改築　等
めあけちく

臼杵市 目明地区　外 目明地区地すべり防止施設　等 横ボーリング工　等 改築　等
むくじまちく

津久見市 無垢島地区　外 無垢島地区急傾斜地崩壊防止施設　等法面工　等 改築　等
たけがわ

豊後大野市 岳川　外 岳川砂防堰堤　等 砂防堰堤工　等 修繕　等
はきあいがわ

竹田市 波木合川　外 波木合川砂防堰堤　等 砂防堰堤工　等 修繕　等
しらみずがわ

九重町 白水川 白水川砂防堰堤 砂防堰堤工 改築
ともだちく

日田市 友田地区　外 友田地区急傾斜地崩壊防止施設　等法面工　等 改築　等
やまくにかわ

中津市 山国川　外 山国川砂防堰堤　等 砂防堰堤工　等 修繕　等
よりもかわ

宇佐市 寄藻川　外 寄藻川砂防堰堤　等 砂防堰堤工　等 改築　等

令和４年度補正予算　砂防メンテナンス事業箇所表（大分県　3/3）

事業主体名 市町村名
渓流名
箇所名



大分県 （単位：百万円）

海岸メンテナンス事業 宇佐・臼野海岸、米水津海岸 宇佐市
う さ し

、佐伯市
さ い き し

106 ※個別内容については、別紙参照

大分県　計 106

・上記箇所は全て防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策

備考

令和４年度補正　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年度補正予算　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 市町村名 海岸名 内容 備　　　　　考

大分県 宇佐市 宇佐・臼野海岸 護岸

大分県 佐伯市 米水津海岸 護岸



令和４年度第2次補正予算　下水道事業

都道府県名：大分県 （単位：千円）

事業名 事業主体 事業種別 事業費 国費
1 2 3 4 5

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 221,818 122,000

1 1 1
1 計 221,818 122,000
1 1 1



大　分　県

都市局



令和４年度　補正予算配分

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 今回内示額 改内示額 摘　　要

712,600 19,800 732,400

大分市 大分市 継続 鶴崎地区 1/2 356,300 9,900 366,200 ５か年加速化対策分

712,600 19,800 732,400

合計 356,300 9,900 366,200

内示額について、下段を国費とする。



令和４年度　第２次補正予算　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年１１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
【大分中央幹線道路】

320 ※

※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



令和４年度　第２次補正予算　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年１１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 993

(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(石垣工
区)〔別府市〕、(国)500号(鉄輪工区)〔別府市〕、(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 170
(市)荷揚4号線外(荷揚工区)、(市)荷揚舞鶴(城崎工区)、
(市)府内3号(府内工区)

※上記箇所は全て防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策



令和４年度　第２次補正予算　箇所表

種　　  別：補助事業 ※市町村名は、令和４年１１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 2,179

佐田小学校、津房小学校、南院内小学校、豊洋小学
校、飯田小学校、森中央小学校、安岐小学校、安岐
中央小学校、志成学園、下堅田小学校、八幡小学
校、木立小学校、宗方小学校、山口小学校、北部小
学校、石井小学校、有田小学校、河内小学校、三重
東小学校、由布院小学校

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 32 境川小学校、石垣小学校、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 17 大幡小学校

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 88 四日市北小学校、柳ヶ浦小学校



港 湾 局

(単位：百万円)

単年度支出 ゼロ国債 合　計
大分県
大分県
大分県重 要 港 湾 別 府 大 分 県 小 計 970 970
大分県 直 轄 970 970
大分県
大分県 大 分 大 分 県 小 計 1,544 1,544
大分県 直 轄 1,150 1,150
大分県 補 助 394 394
大分県
大分県 佐 伯 大 分 県 小 計 2,000 2,000
大分県 直 轄 2,000 2,000
大分県
大分県統 合 補 助 統 合 補 助 大 分 県 小 計 144 144
大分県 補 助 144 144
大分県

4,658 4,658合　　　　計

大 分 県

令 和 ４ 年 度　 港 湾 整 備 事 業 予 算 

港湾管理者
令 和 ４ 年 度 第 ２ 次 補 正 予 算

摘　　要

事業区分
事　　業　　費

港　　格 港　　名



港 湾 局

(単位：百万円)

単年度支出 ゼロ国債 合　計

高 潮 対 策 大 分 大 分 県 小 計 1,170 480 1,650

直 轄 1,170 480 1,650

老 朽 化 対 策 別 府 大 分 県 小 計 20 20

補 助 20 20

佐 伯 大 分 県 小 計 20 20 離島

補 助 20 20 離島

長寿命化計画 大 分 県 小 計 35 35

補 助 25 25
10 10 離島

1,245 480 1,725合　　　　計

海岸管理者
令 和 ４ 年 度 第 ２ 次 補 正 予 算

摘　　要

事 業 区 分
事　　業　　費

大 分 県

令 和 ４ 年 度　 海 岸 事 業 予 算

事 業 種 別 海 岸 名



令和４年度第２次補正予算　船舶交通安全基盤整備事業　全国箇所表

[直轄事業]

（単位：百万円）

防災・減災、国土強靱化のための５
か年加速化対策

海上保安庁 0 1,125 0

第一管区海上保安本部 18 407 328

第二管区海上保安本部 17 745 333

第三管区海上保安本部 19 399 236

第四管区海上保安本部 8 348 280

第五管区海上保安本部 12 370 208

第六管区海上保安本部 10 276 37

第七管区海上保安本部 21 1,197 919

第八管区海上保安本部 9 66 11

第九管区海上保安本部 12 125 55

第十管区海上保安本部 16 1,620 290

第十一管区海上保安本部 7 160 109

合　　　　　　　　　計 149 6,839 2,806

※維持管理費については、事業箇所に計上していない。

※端数処理の関係で、合計額は必ずしも一致しない。

区　　　　分 事業箇所数 船舶交通安全基盤整備事業

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



管区 事業箇所名 事業箇所数

一 チキウ岬船舶交通安全基盤整備事業 1

栄浜埼船舶交通安全基盤整備事業 1

金田ノ岬船舶交通安全基盤整備事業 1

元地船舶交通安全基盤整備事業 1

江差港船舶交通安全基盤整備事業 1

山臼漁港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

小樽港船舶交通安全基盤整備事業 1

松前小島船舶交通安全基盤整備事業 1

神威岬船舶交通安全基盤整備事業 1

青苗岬船舶交通安全基盤整備事業 1

積丹岬船舶交通安全基盤整備事業 1

天売島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

椴法華港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

日和山船舶交通安全基盤整備事業 1

白神岬船舶交通安全基盤整備事業 1

小計 18

二 陸奥大島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

秋田船川港船舶交通安全基盤整備事業 1

尻屋埼船舶交通安全基盤整備事業 1

青森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

鼠ケ関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



管区 事業箇所名 事業箇所数

入道埼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

八戸尾埼日出岩船舶交通安全基盤整備事業 1

飛島船舶交通安全基盤整備事業 1

北浦漁港船舶交通安全基盤整備事業(秋田県) 1

本荘港船舶交通安全基盤整備事業 1

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

魹ケ埼船舶交通安全基盤整備事業 1

小計 17

三 伊豆大島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

浦賀水道航路船舶交通安全基盤整備事業 1

京浜港船舶交通安全基盤整備事業 1

金谷漁港船舶交通安全基盤整備事業 1

犬吠埼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

鹿島港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

神子元島船舶交通安全基盤整備事業 1

神津島船舶交通安全基盤整備事業 1

石廊埼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

田子の浦港船舶交通安全基盤整備事業 1

富崎漁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

門脇埼船舶交通安全基盤整備事業 1

野島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

剱埼船舶交通安全基盤整備事業 1

小計 19

四 伊良湖水道航路船舶交通安全基盤整備事業 1

佐久島漁港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

松ケ崎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

尾鷲港船舶交通安全基盤整備事業 1

名古屋港船舶交通安全基盤整備事業 1

猟師漁港船舶交通安全基盤整備事業 1

小計 8

五 カンタマ南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

阪南港船舶交通安全基盤整備事業 1

室津港船舶交通安全基盤整備事業(兵庫県) 1

神戸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

大阪港船舶交通安全基盤整備事業 1

潮岬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

明石海峡航路船舶交通安全基盤整備事業 1

友ヶ島船舶交通安全基盤整備事業 1

和田ノ鼻船舶交通安全基盤整備事業 1

小計 12

六 安芸灘南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

海老漁港船舶交通安全基盤整備事業 1

高松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

周防野島船舶交通安全基盤整備事業 1

小市島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

東予港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

備讃瀬戸南航路船舶交通安全基盤整備事業 1

小計 10

七 阿須湾漁港船舶交通安全基盤整備事業 1

関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

亀川漁港船舶交通安全基盤整備事業 1

三井楽長崎鼻船舶交通安全基盤整備事業 1

三池港船舶交通安全基盤整備事業(福岡県) 1

若宮船舶交通安全基盤整備事業 1

勝本港船舶交通安全基盤整備事業 1

神埼船舶交通安全基盤整備事業 1

須佐漁港船舶交通安全基盤整備事業 1

水ノ子島船舶交通安全基盤整備事業 1

仙崎漁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

大島漁港船舶交通安全基盤整備事業(山口県) 1

大分港船舶交通安全基盤整備事業 1

長崎漁港船舶交通安全基盤整備事業(長崎県) 1

鶴御埼船舶交通安全基盤整備事業 1

東浦漁港船舶交通安全基盤整備事業(大分県) 1

豆酘埼船舶交通安全基盤整備事業 1

比田勝港船舶交通安全基盤整備事業 1

別府港船舶交通安全基盤整備事業(大分県) 1



管区 事業箇所名 事業箇所数

妙見埼船舶交通安全基盤整備事業 1

小計 22

八 久美浜港船舶交通安全基盤整備事業 1

経ケ岬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

西郷岬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

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

舞鶴港船舶交通安全基盤整備事業 1

　小計 8

九 阿賀野川口船舶交通安全基盤整備事業 1

粟島船舶交通安全基盤整備事業 1

一里島船舶交通安全基盤整備事業 1

猿山岬船舶交通安全基盤整備事業 1

新潟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

沢崎鼻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

鳥ケ首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

舳倉島船舶交通安全基盤整備事業 1

鰀目漁港船舶交通安全基盤整備事業 1

小計 12

十 トンビ埼船舶交通安全基盤整備事業 1

鞍埼水島船舶交通安全基盤整備事業 1

伊延港船舶交通安全基盤整備事業 1

一湊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

屋久島船舶交通安全基盤整備事業 1

戸崎鼻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

細島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

種子島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

赤木名港船舶交通安全基盤整備事業 1

釣掛埼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

島間埼船舶交通安全基盤整備事業 1

内海港船舶交通安全基盤整備事業(宮崎県) 1

小計 16

十一 伊計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

嘉比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

西埼船舶交通安全基盤整備事業 1

池間島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

小計 7

149合計



大 分 県

官 庁 営 繕 部



令和４年度第２次補正予算　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

官庁営繕費 大分港湾合同庁舎 大分県　大分市 153 自家発電設備改修等

合　　計 153



大 分 県

不動産・建設経済局



大分県
事業費

5.900

大分県 5.900

事業名 事業主体 備考

令和４年度補正予算 配分箇所表
（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費補助 大分市

計



令和４年度補正予算（第２次）　社会資本整備総合交付金の配分（加速化対策分）

（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

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

310,145

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

137,362

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 99,511

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 153

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,日出町

1,106,000

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

1,273,900

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 416,900

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 6,500

（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 176,000

（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

40,000

大分県盛土災害防止調査事業（防
災・安全）

大分県 15,000

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 39,000

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 45,000

3,665,471

※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年度補正予算（第２次）　社会資本整備総合交付金の配分（通常分）

（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

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

37,000

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 16,000

53,000

※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年度補正予算（第２次）　社会資本整備総合交付金の配分（通常分）

（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

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 41,514

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 1,665

43,179

※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


