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 福井県知事 

  杉本 達治 殿 

 

国土交通省 

近畿地方整備局長 

溝口 宏樹 

                             （公印省略） 

 

直轄事業の事業計画（福井県関連分）［予定］について 

 

 平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚くお礼申し上げ

ます。 

  さて、このほど令和３年度政府予算案における当局所管直轄事業の令和３年度

事業計画［予定］をとりまとめましたので、貴県関連分について、別紙のとおり

お知らせいたします。 

（事業計画は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。） 

 

 

 

 

 

事務担当：（全   般）企画部 企画課 企画第一係 

               （河   川）河川部 河川計画課 計画第一係 

               （道   路）道路部 道路計画第一課 計画第一係 

               

 

 



令和３年度 福井県における事業計画（Ｒ３．２）（水管理・国土保全局関係）

工事関係費 地方負担額

河川事業

（項）河川整備事業費

（目）河川改修費 2,671,000 783,493

（一般河川改修事業）

北川 直轄管理区間　L=16.5km 63 675,000 198,000
水取地区：河道掘削V=56千m3
平野地区：浸透対策L=577m、築堤L=230m　等

北川　河川改修推進　等 －　～　2.7

九頭竜川 直轄管理区間　L=42.2km 484 1,996,000 585,493

中藤新保地区：浸透対策L=201m、補償1式
大瀬地区：築堤L=320m
上野本町他地区：浸透対策L=1,200m
久喜津地区：河道掘削V=27.7千m3
朝宮地区：河道掘削V=28千m3
上合月地区：河道掘削V=20千m3
安沢地区：浸透対策L=850m
恐神地区：築堤L=60m
西下野地区：築堤L=940m　等

恐神地区：築堤（令和5年度完成予定）
西下野地区：築堤（令和4年度完成予定）
大瀬地区：築堤（令和7年度以降完成予定）
定広地区：築堤（令和5年度完成予定）
久喜津地区：河道掘削（令和7年度以降完成予定）　等

5.0　～　16

（項）都市水環境整備事業費

（目）総合水系環境整備事業費 87,100 43,550

九頭竜川水系
直轄管理区間 L=42.2km
（自然再生）

九頭竜川水系
36

87,100 43,550 自然再生（坂井市三国町下野地区外）：水際環境の再生　等
自然再生（坂井市三国町下野地区外）：水際環境の再生　等
（令和7年度以降完成予定）

0.02　～　3.1

ダム事業

（項）河川整備事業費

（目）河川総合開発事業費 9,850,526 2,541,435

九頭竜川足羽川ダム
重力式コンクリートダム
（堤高=96.0m、堤頂長=350.6m）
本体工事他

1,300 9,720,526 2,507,895
本体工事、用地補償、付替道路工事、導水トンネル工事、
原石山掘削工事　等

本体工事、用地補償、付替道路工事、導水トンネル工事、
分水施設関連工事　等

110
令和7年度以降
完成予定

九頭竜川
九頭竜川上流ダム再生

治水計画検討 130,000 33,540 治水計画検討、測量調査　等 施設設計、地質調査　等　 1.3
令和7年度以降
完成予定

砂防事業

（項）砂防事業費

（目）砂防事業費 308,000 90,346

九頭竜川水系 流域面積　A=223.7km2 44 308,000 90,346
大雲谷第三砂防堰堤、細ヶ谷川砂防堰堤
砂防設備設計　等

大雲谷第三砂防堰堤（令和4年度完成予定）
細ヶ谷川砂防堰堤（令和6年度完成予定）　等

-　～　3.4

12,916,626 3,458,824

（注）「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費（ダム事業は公共費ベース）を記載しています。

個別事業の予算については、実施計画段階（予算成立後）で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。

全体事業費については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります。

合　　　　　　　　　計

令和2年度当初予算（千円）
令和2年度事業内容 令和3年度事業内容

令和3年度事業
進捗見込み

（億円）
備　　考事　　業　　種　　別 箇　　所　　名 全体事業規模

全体事業費
（億円）



令和3年度　福井県における事業計画（R3年2月）（道路関係〔直轄〕）

改築事業（幹線道路ネットワーク整備） （単位：百万円）
全体事業費

(億円） 事業費 負担金

国道8号 福井バイパス L=42.2km 940 100 29
・調査設計
・整備工

・<調査設計>
・<整備工>

－～2億円程度

国道158号
大野油坂道路
(大野･大野東区間)

L=5.5km 243 1,450 374
・調査設計
・移設補償
・改良工、橋梁上下部工

・調査設計
・移設補償
・改良工、橋梁上下部工

開通必要額
43～48億円程度

大野IC～大野東IC
　 L=5.5km(2/2)
　令和4年度開通予定

国道158号
大野油坂道路
(大野東･和泉区間)

L=14.0km 948 14,650 3,780
・調査設計
・移設補償
・改良工、トンネル工

・調査設計
・移設補償
・改良工、トンネル工

開通必要額
131～146億円程度

大野東IC～和泉IC
　 L=14.0km(2/2)
　令和4年度開通予定

国道158号
大野油坂道路
(和泉・油坂区間)

L=15.5km 1,119 12,567 3,242
・調査設計
・移設補償
・橋梁上下部工、トンネル工

・<調査設計>
・<移設補償>
・<改良工>、橋梁下部工、トンネル工

131～145億円程度

国道161号 愛発除雪拡幅 L=4.5km 81 80 23 ・調査設計 ・<調査設計> －～1億円程度

国道417号 冠山峠道路 L=7.8km 300 250 73
・調査設計
・改良工

・<調査設計>
・改良工、<橋梁下部工>

1～8億円程度

計 29,097 7,522 残事業費：約1,287億円

(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）Ｒ３年度予定事業内容のうち<　>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注）備考欄の残事業費は、令和２年度補正投入時点である

(注）備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある

(注）都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業については、事業区間全体の事業規模、事業費を記載している

(注）備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である

(注）今後、新規事業箇所を追加する場合がある

Ｒ３年度予定事業内容 Ｒ３年度事業進捗見込み 備　　考路線名 箇所名 事業規模
R２年度当初

Ｒ２年度事業内容



令和3年度　福井県における事業計画（R3年2月）（道路関係〔直轄〕）

改築事業（防災対策等） （単位：百万円）
全体事業費

(億円） 事業費 負担金

国道8号 - - 1,080 317
８号防災
等

８号防災
等

0.2～7億円程度

(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）今後、新規事業箇所を追加する場合がある

Ｒ３年度事業進捗見込み 備　　考路線名 事業規模
R２年度当初

Ｒ２年度事業内容 Ｒ３年度予定事業内容



令和３年度　福井県における事業計画（R3年2月）　（道路関係〔直轄〕）

（単位：百万円）

事業費 負担金

ー ー 942 314
気比神宮他交差点改良
河原市・郷市地区歩道整備
等

白銀町地区歩道整備
河原市・郷市地区歩道整備
等

ー ー 797 399 道路標識、防護柵、区画線　等 防護柵、区画線、簡易パーキング　等

ー ー ー ー － － ー

ー ー 145 68
敦賀鉄輪電線共同溝
高浜町日置・青電線共同溝

敦賀鉄輪電線共同溝
高浜町日置・青電線共同溝

 

1,884 781   

(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）今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

合　　　　計

Ｒ３年度事業進捗見込み事業規模
全体事業費

（億円）

Ｒ２年度当初
Ｒ２年度事業 Ｒ３年度予定事業

国道8号
国道27号

備　　考

交通安全事業
（Ⅰ種）

国道8号
国道27号

７～１６億円程度

交通安全事業
（Ⅱ種）

国道8号
国道27号
国道158号
等

共同溝事業 ー

電線共同溝事業

箇所名等


