
 

 

 

 
平成 22年度の実施を見込んでいる直轄事業について 
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平成２２年度の実施を見込んでいる直轄事業等一覧　河川関係 滋賀県

※毎年、年度当初に発出している事業計画通知の対象事業（地方負担を伴うもの）のうち、事業評価対象の直轄事業等を記載している。

　河川工作物関連応急対策事業費、河川維持修繕費、堰堤維持費、堰堤改良費、砂防管理費、特定緊急砂防事業費については事業評価対象外であることから記載していない。

※H22年度に実施する事業の個別箇所や事業費については、実施計画に対する財務大臣の承認を経た上で決定されるものである。そのため、本表は現時点での見通しであり、今後、変更の可能性がある。

※全体事業費には業務取扱費を含む。

※H21年度当初負担基本額は、事業費から業務取扱費のうち営繕宿舎費及び退職手当を除いたものである。

※H22年度事業進捗見込み（負担基本額）は、事業費から業務取扱費を除いたものである。

※複数都府県間でアロケーションがなされる事業においては、負担基本額の欄に当該都府県の分を記載しており、同欄括弧内には他都府県の分を含む全体額を記載している。

負担基本額 地方負担額

河川事業

河川改修費

一般河川改修

瀬田川
直轄管理区間
L=7.5km

166
（504）

55
（168）

関津地区河道掘削 9千m3、瀬田川改修計画検討 1
式

関ノ津地区河道掘削、瀬田川改修計画検討
0.80～1.0
（2.3～3.1）

　 野洲川
直轄管理区間
L=13.8km

267 89 石部地区用地取得 0.8ha、堤防強化詳細設計 1式 堤防強化詳細設計 0.80～1.1

総合水系環境整備事業費（河川）

淀川水系
瀬田川かわまちづくり
1式
野洲川自然再生 1式

淀川水系
525

440 220
平津地区環境護岸整備　L=150m、千町地区環境護
岸設計 1式、野洲川河口部ヨシ帯整備 L=70m、琵琶
湖・野洲川産卵実態調査 1式

平津地区環境護岸整備、野洲川河口部ヨシ帯整備 2.3～3.5

ダム事業

淀川大戸川ダム

大戸川ダム
（H=92.5m・L=335m）
県道大津信楽線付替
他

740 28 8 現場維持管理、水理水文調査等 生活再建工事等 0.22

(455) (3.7)

砂防事業

砂防事業費

瀬田川水系砂防
直轄区域面積
A=256.7km２

1,726
188

（512）
63
伝導谷砂防堰堤、多羅尾砂防堰堤、田上禿しゃ地対
策工、砂防堰堤設計、用地取得 0.5ha　等

伝導谷砂防堰堤、多羅尾砂防堰堤、西出砂防堰堤、
田上禿しゃ地対策工、砂防堰堤設計、用地取得　等

１～1.5
（2～4）

H22年度事業進捗見込み
（負担基本額）（億円）

備考

淀川水系
3,537

対象科目 全体事業規模
全体事業費
（億円）

H21年度当初（百万円）
H21年度 事業内容 H22年度 予定事業内容



平成２２年度の実施を見込んでいる直轄事業一覧　河川関係　滋賀県

※毎年、年度当初に発出している事業計画通知の対象事業（地方負担を伴うもの）のうち、事業評価対象の直轄事業等を記載している。

　河川工作物関連応急対策事業費、河川維持修繕費、堰堤維持費、堰堤改良費、砂防管理費、特定緊急砂防事業費については事業評価対象外であることから記載していない。

※H22年度に実施する事業の個別箇所や事業費については、実施計画に対する財務大臣の承認を経た上で決定されるものである。そのため、本表は現時点での見通しであり、今後、変更の可能性がある。

※全体事業費には業務取扱費を含む。

※H21年度当初負担基本額は、事業費から業務取扱費のうち営繕宿舎費及び退職手当を除いたものである。

※H22年度事業進捗見込み（負担基本額）は、事業費から業務取扱費を除いたものである。

※複数都府県間でアロケーションがなされる事業においては、負担基本額の欄に当該都府県の分を記載しており、同欄括弧内には他都府県の分を含む全体額を記載している。

負担基本額 地方負担額

ダム事業

水資源開発事業交付金（建設ダム）

淀川丹生ダム
丹生ダム　県道中河
内木之本線付替道路
他

1,100 173 52 水理調査、環境調査等 生活再建（調査）等 0.27

(324) (0.50)

備考H21年度 事業内容 H22年度 事業内容
H22年度事業進捗見込み
（負担基本額）（億円）

H21年度当初（百万円）
対象科目 全体事業規模

全体事業費
（億円）



平成２２年度の実施を見込んでいる直轄事業一覧　道路関係　滋賀県

新設・改築事業（事業評価対象） （単位：百万円）

工事関係費 地方負担額

国道1号 水口道路 L=11.0km 400 1,179 393
・用地買収推進：北脇地区
・調査推進：名坂～泉地区設計

・調査推進：名坂～泉地区設計 １億円程度
用地進捗率約９８％
事業進捗率約８３％

国道1号 栗東水口道路Ⅰ L=4.3km 430 859 286
・用地買収推進：小野地区
・工事推進：小野地区改良工事・高架橋上部工事
　　　　　  葉山川高架橋上部工事

・工事推進：栗東東JCT工事
　　　　　　小野高架橋上部工事(189m)

10～12億円程度
用地進捗率約８０％
事業進捗率約５３％

国道1号 栗東水口道路Ⅱ L=6.9km 479 1,125 375
・工事推進：正福寺地区改良工事、
　　　　　　菩提寺高架橋(716m)上部工事、
　　　　　　野洲川本線橋(450m)・側道橋(356m)上部工事

・工事推進：菩提寺高架橋上部工事(716m)
　　　　　　野洲川本線橋・側道橋上部工事(450m他)
　　　　　　野洲川本線橋・側道橋床版工事(450m他)
            石部地区高架橋下部工事

20～25億円程度

用地進捗率約９９％
事業進捗率約４８％
湖南市菩提寺～同市石部
側道部 延長0.7km(2/4)　平成22年度供用予定

国道8号 塩津バイパス L=3.5km 123 90 30 ・工事推進：塩津浜大橋(116m)下部工事 ・調査推進：塩津浜地区設計 １億円程度
用地進捗率約６１％
事業進捗率約６６％

国道8号 米原バイパス L=10.3km 700 517 172 ・工事推進：入江地区・善積南地区・丸葭地区改良工事
・工事推進：入江地区・善積南地区改良工事
　　　　　・丸葭地区改良工事

22～28億円程度

用地進捗率約８８％
事業進捗率約４７％
米原市中多良～同市入江
延長2.5km(2/4)　平成20年代前半供用予定

国道8号 野洲栗東バイパス L=4.7km 290 84 28 ・調査推進：野洲市小篠原～栗東市手原地区設計 ・調査推進：野洲市小篠原～栗東市手原地区設計 １億円程度
用地進捗率０％
事業進捗率約３％

国道161号 湖北バイパス L=10.8km 300 20 7 ・調査推進：海津～西浜地区設計 ・調査推進：海津～西浜地区設計 １億円程度
用地進捗率約８８％
事業進捗率約６８％

国道161号 小松拡幅 L=6.5km 190 10 3 ・調査推進：北小松地区設計 ・調査推進：北小松地区設計 １億円程度
用地進捗率約６０％
事業進捗率約２１％

国道161号 志賀バイパス L=6.4km 635 572 191 ・工事推進：小松地区改良工事、北比良高架橋(244m)工事
・工事推進：北比良地区改良工事、
　　　　　　北比良高架橋(244m)上部工事、
　　　　　　北小松～北比良地区舗装工事

29～37億円程度

用地進捗率約９９％
事業進捗率約７３％
大津市北小松～大津市北比良
延長3.4km(2/4)　平成22年度供用予定

国道161号 西大津バイパス L=11.0km 1,030 1,742 581
・工事推進：宇佐山トンネル(450m)設備工事、
　　　　　　藤尾奥町高架橋(208m)上部工事、
　　　　　　藤尾・皇子山地区改良舗装工事

・工事推進：長等トンネル設備工事
　　　　　　藤尾奥町橋(208m)上部工事

８～10億円程度

用地進捗率　１００％
事業進捗率約９４％
南志賀ランプ～大津市横木１丁目
延長5.6km(4/4)　平成22年度供用予定

国道307号 信楽道路 L=2.9km 80 218 73 ・用地買収推進：牧地区 ・調査推進：黄瀬～勅旨地区設計 １億円程度
用地進捗率約１４％
事業進捗率約１５％

国道421号 石榑峠道路 L=4.5km 150 1,045 348
・用地買収推進：黄和田地区
・工事推進：石榑トンネル(4,157m)舗装工事・設備工事、
　　　　　　八風谷橋(25m)下部工事

・工事推進：石榑トンネル(4,157m)舗装工事・設備工事
            八風谷橋(25m)上部工事

12～15億円程度

用地進捗率約９８％
事業進捗率約６９％
いなべ市大安町～東近江市黄和田町
延長4.5km(2/2)　平成22年度供用予定

計
7,460 2,487

（注）合計は、四捨五入の関係で合致していない場合がある。
（注）全体事業費には業務取扱費を含んでいる。
（注）工事関係費とは、事業費から業務取扱費を除いたものである。
（注）備考欄の進捗率は、供用済み区間を除いた進捗率(用地:平成21年9月時点、事業:平成21年度補正予算時点)。

箇所名路線名 平成２１年度事業内容 備考事業規模
平成２１年度当初全体事業費

（億円）
平成２２年度予定事業内容

平成２２年度事業進捗見込み
（工事関係費）


