
 

 

 

 
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 和歌山県

※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

河川整備事業費

河川改修費

一般河川改修

熊野川
直轄管理区間
L=12.7km

510
215

（389）
50

（108）
相筋地区樋門 1基、熊野川治水計画検討 1式 相筋地区築堤、熊野川治水計画検討

1.1～1.7
（2.3～3.5）

　 紀の川
直轄管理区間
L=68.4km

2,967
477

（628）
111

（159）

橋本地区御殿橋架替、鳴滝川水道橋架替、柘榴川地
すべり対策、麻生津地区及び野原地区測量・概略検
討 1式

橋本川合流点改修（迂回路撤去、高水護岸）、柘榴
川地すべり対策、六十谷地区合流点改修、岩出地区
改修検討

3.9～5.0
（5.0～6.5）

総合水系環境整備事業費（河川）

新宮川水系
熊野川かわまちづくり
1式

新宮川水系
37

176 88 新宮地区環境護岸整備70m 新宮地区環境護岸整備 0.33～0.50

紀の川水系

紀の川水系水環境整
備 １式
紀の川水系かわまち
づくり 1式

紀の川水系
101

83 41
内川浄化導水維持的作業 1式、内川導水管路検討 1
式
橋本地区環境護岸整備（高水部）40ｍ

内川水質モニタリング
橋本地区環境護岸整備（高水部）

0.99～1.5

ダム事業

多目的ダム建設事業費

紀の川大滝ダム

大滝ダム（H=100ｍ・
L=315ｍ）
大滝・迫地区地すべり
対策工事他

3,640 2,992 583
大滝地区及び迫地区地すべり対策工事、水理水文調
査、維持管理検討等

地すべり対策等 19

(4,367) (28)

H22年度事業進捗見込み
（負担基本額）（億円）

備考対象科目 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　道路関係　和歌山県

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

近畿自動
車道紀勢
線

松原那智勝浦線
（田辺～すさみ）

L=38.0km 1,968 9,732 1,338
・用地買収推進：南紀田辺IC～すさみIC間
・工事着手：上富田町岬・大内谷地区改良工事
・調査推進：南紀田辺IC～すさみIC間

・用地買収推進：南紀田辺IC～すさみIC間(用地国債再取得)
・工事推進：南紀田辺IC～すさみIC間改良工事
            南紀田辺IC～すさみIC間トンネル工事
・調査推進：南紀田辺IC～すさみIC間

88～107億円程度
用地進捗率約３５％
事業進捗率約１７％

国道24号 橋本道路 L=11.3km 990 621 121 ・工事推進：橋本市域橋梁(257m)工事
・工事推進：中島地区側道整備工事
　　　　　　橋本側道橋上部工事

９～12億円程度

用地進捗率約１００％
事業進捗率約９７％
中島地区側道・橋本側道橋
平成20年代前半供用予定

国道24号 紀北東道路 L=16.9km 1,200 14,475 2,823
・用地買収推進：高野口IC～打田IC間
・工事推進：高野口IC～打田IC間改良工事
　　　　　　高野口IC～打田IC間橋梁上下部工事

・用地買収推進：高野口IC～打田IC地区
　　　　　　　　(用地国債再取得・用地買収)
・工事推進：高野口IC～打田IC間改良工事
　　　　　　高野口IC～打田IC間橋梁上下部工事

99～121億円程度

用地進捗率約９６％
事業進捗率約６３％
高野口IC～かつらぎIC
延長4.0km(2/4)　平成23年度供用予定

国道24号 紀北西道路 L=12.2km 1,160 3,232 630
・用地買収推進：紀の川市域～岩出市域
・工事推進：登尾地区改良工事

・用地買収推進：打田IC～和歌山JCT間
　　　　　　　　(用地国債再取得・新規用地国債・用地買収)
・工事推進：打田IC～岩出IC間 改良工事
               打田IC～岩出IC間 橋梁下部工事

17～22億円程度
用地進捗率約１２％
事業進捗率約１０％

国道24号 大和街道環境整備 L=1.0km 35 244 57
・用地買収推進：古佐田～東家地区
・工事推進：橋本～東家地区改良工事
　　　　　　御殿橋(42m)上部工事

・用地買収推進：古佐田～東家地区
　　　　　　　（橋本市土地区画整理事業公共管理者負担金）
・工事推進：橋本川護岸工事

５～６億円程度

用地進捗率約６６％
事業進捗率約６６％
橋本市橋本一丁目～同市東家　延長0.3km(2/2)
平成20年代前半供用予定

国道26号 和歌山岬道路 L=7.2km 373 84 20 ・調査推進：府県境～大谷ランプ
・用地買収推進：府県境～大谷ランプ間(用地買収)
・調査推進：府県境～大谷ランプ間

３～４億円程度
用地進捗率０％
事業進捗率約３％

国道26号 和歌山北バイパス L=2.2km 470 336 78 ・工事推進：嘉家作地区改良工事 ・工事推進：嘉家作地区改良工事 １億円程度

用地進捗率１００％
事業進捗率約９９％
嘉家作高架橋縦断変更
延長0.3km(4/4) 平成23年度供用予定

国道42号 有田海南道路 L=9.4km 359 96 22 ・調査推進：有田市野～海南市冷水地区　設計
・用地買収推進：新堂地区(用地買収)
・調査推進：有田市野～海南市冷水地区

４億円程度
用地進捗率０％
事業進捗率約１％

国道42号 冷水拡幅 L=1.1km 49 96 22
・用地買収推進：藤白地区
・調査推進：冷水～藤白地区　設計

・用地買収推進：冷水地区(用地買収)
・調査推進：冷水～藤白地区

４～５億円程度
用地進捗率０％
事業進捗率約１２％

国道42号 田辺西バイパス L=3.8km 280 2,554 596
・用地推進：元町地区
・工事推進：元町地区改良工事
　 　　　　 西谷池橋(127m)下部工事

・用地買収推進：大屋～芳養地区(用地国債再取得)
・工事推進：稲成～大屋地区改良工事、
　　　　　　芳養地区橋梁工事

23～28億円程度
用地進捗率約６６％
事業進捗率約５７％

国道42号 那智勝浦道路 L=15.2km 1,240 1,145 267 ・調査推進：天満地区用地調査着手
・用地買収推進：天満地区～二河地区(新規用地国債)
・工事推進：那智勝浦IC改良工事、天満トンネル工事

10～12億円程度
用地進捗率約７６％
事業進捗率約５１％

国道169号 奥瀞道路（II期) L=5.2km 103 35 8
・用地買収着手：九重地区
・調査推進：環境調査

・用地買収推進：玉置口地区(用地買収)
・工事推進：九重地区
・調査推進：玉置口～九重地区

３～４億円程度
用地進捗率０％
事業進捗率約７％

国道480号 鍋谷峠道路 L=4.1km 137 46 11 ・調査推進：かつらぎ町平地区
・工事推進：かつらぎ町平地区
・調査推進：かつらぎ町平地区

３～４億円程度
用地進捗率０％
事業進捗率約１％

近畿自動
車道紀勢
線

近畿自動車道松原那智
勝浦線
（御坊～南紀田辺）

L=27km 1,970 － － － 検討中 検討中

計
32,695 5,994

（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）



平成２２年度の実施を見込んでいる直轄事業一覧　港湾関係　〔和歌山県〕

  港湾整備事業（事業評価対象）、海岸事業 単位：百万円

事業費 負担額

和歌山下津港
和歌山下津港本港地区
防波堤整備事業

防波堤1,250m 671 740 272 防波堤（外） 防波堤（外） 4～6億円程度

和歌山下津港本港地区
多目的国際ターミナル整備事業
（耐震強化）

水深12m 20 540 198 岸壁（-12m）改良 岸壁（-12m）改良 4～6億円程度

和歌山下津港北港地区
エネルギー港湾整備事業

防波堤1,000m 303 220 40 防波堤（南） 防波堤（南） 1～3億円程度

日高港
日高港塩屋地区
多目的国際ターミナル整備事業

水深12m 173 12 4 泊地(-12m) 泊地(-12m) 1～2億円程度

和歌山下津港海岸
和歌山下津港海岸海南地区
海岸保全施設整備事業

護岸（改良）
1,250m
防波堤（改良）
292m
津波防波堤315m
水門1基

250 210 49
護岸（改良）、防波堤（改良）、津
波防波堤

護岸（改良）、防波堤（改良）、津
波防波堤

5～7億円程度

計 1,417 1,722 564

（注）　合計は、四捨五入の関係で合致していない場合がある。

備考事業規模
全体事業費
(億円)

平成21年度当初事業費

平成２２年度
事業進捗見込み

港湾名 平成２１年度事業内容 平成２２年度予定事業内容プロジェクト名


