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 兵庫県知事 

  井戸 敏三 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（兵庫県関連分）［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 

                             （公   園）建政部 都市整備課 公園・古都係 

（港   湾）港湾空港部 港湾管理課 管理第一係 

 



令和３年度 兵庫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 8,992,000 2,997,332

（一般河川改修事業）

加古川 直轄管理区間　L=41.4km 662 3,490,000 1,163,333

滝野地区（河高・下滝野）：補償1式
滝野地区（上滝野）：河道掘削V=14千m3、補償1式
高砂他地区：河道掘削V=125千m3
大門他地区：河道掘削V=20千m3、補償1式、橋梁下部工N=2基
等

滝野地区（上滝野）：築堤（令和7年度以降完成予定）
高砂他地区：河道掘削（令和7年度以降完成予定）
大門他地区：橋梁下部工、樋門（令和7年度以降完成予定）　等

13　～　33

揖保川 直轄管理区間　L=66.7km 427 1,402,000 467,333

中井・末政地区：堰改築N=1基、樋門N=1基、補償1式
下比地地区：河道掘削V=10千m3
正條地区：河道掘削V=3千m3
觜崎地区：河道掘削V=13千m3
芝田地区：河道掘削V=5千m3
野・須賀沢地区：河道掘削V=13千m3　等

中井・末政地区：堰改築、樋門、築堤（令和5年度完成予定）　等
1.1　～　17

円山川 直轄管理区間　L=40.5km 1,396 3,366,000 1,122,000

ひのそ他地区：築堤L=350ｍ、合流点整備1式
中郷遊水地：掘削V=87.7千m3、築堤L=220m、用地A=1.8ha、下流
左岸盛土L=370m
日高地区：補償1式
加陽他地区：法尻補強L=6,300m
鶴岡・日置地区：橋梁上部工1式、排水樋門N=1基、取水樋門N=1
基、道路改良1式　　等

ひのそ他地区：築堤（令和7年度以降完成予定）
中郷遊水地：遊水地掘削、高水護岸、築堤（令和7年度以降完成
予定）
日高地区：築堤（令和7年度以降完成予定）
鶴岡日置地区：道路復旧（令和7年度以降完成予定）　等

5.5　～　33

（流域治水整備事業）

猪名川 直轄管理区間　L=18.9km 160 734,000 244,666

東園田地区：堤防拡幅L=1,140m
森本地区：河道掘削V=12千m3
小戸地区：河道掘削V=2.5千m3
出在家地区：河道掘削V=7千m3　等

出在家地区：河道掘削（令和3年度完成予定）
東園田地区：堤防拡幅（令和4年度完成予定）　等

0.2　～　7.8

（目）河川工作物関連応急対策事業費 50,000 16,666

円山川
直轄管理区間　L=40.5km
排水機場等改善

4.4 50,000 16,666 六方排水機場ポンプ改善
六方排水機場ポンプ改善（令和3年度完成予定）
桃島樋門ゲート設備更新（令和3年度完成予定）

2.6　～　4.4

（目）総合水系環境整備事業費 208,400 104,200

淀川水系
直轄管理区間 L=225.4km
（水環境、水辺整備、自然再生）

淀川水系
430

38,800 19,400 自然再生（川西市猪名川大橋地区）：礫河原再生　等
自然再生（川西市、伊丹市、尼崎市）：モニタリング　等
（令和7年度以降完成予定）

0.04　～　0.09

加古川水系
直轄管理区間 L=41.4km
(水辺整備、自然再生）

加古川水系
26

64,500 32,250 自然再生（加古川市上荘地区外）：ワンド・たまり再生　等
自然再生（小野市新部地区外）：ワンド・たまり再生、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　モニタリング　等
（令和7年度以降完成予定）

0.08　～　1.2

揖保川水系
直轄管理区間　L=66.7km
（水環境、水辺整備、自然再生）

揖保川水系
116

71,800 35,900 自然再生（宍粟市矢原地区）：丸石河原再生　等
自然再生（宍粟市清野地区外）：丸石河原再生、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　モニタリング　等
（令和7年度以降完成予定）

0.1　～　1.4

円山川水系
直轄管理区間 L=40.5km
（自然再生）

円山川水系
72

33,300 16,650 自然再生（豊岡市本川中流地区外）：湿地再生箇所モニタリング
自然再生（豊岡市中郷地区外）：掘削工
　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　 施設設計、モニタリング　等
（令和7年度以降完成予定）

0.3　～　1.6

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 兵庫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

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）

砂防事業

（項）砂防事業費

（目）砂防事業費 4,538,000 1,512,666

六甲山系 流域面積　A=128km2 2,392 4,538,000 1,512,666

菊水山第四砂防堰堤、都賀谷砂防堰堤改築、古々山砂防堰堤、
大池見山東砂防堰堤、諏訪山第二砂防堰堤、伯母野山東砂防堰
堤、鍋谷砂防堰堤、紅葉谷第五砂防堰堤、日柳第二砂防堰堤改
築、高取山砂防堰堤改築、水呑第二砂防堰堤、二楽上流砂防堰
堤改築、北の嶺砂防堰堤改築、荒神山西砂防堰堤、保久良第二
砂防堰堤改築、青山第三砂防堰堤、青山第四砂防堰堤、唐櫃金
懸砂防堰堤群、五池谷上流砂防堰堤、五池谷下流砂防堰堤、五
池谷南砂防堰堤、西船坂砂防堰堤、奥山森砂防堰堤、夙川グ
リーンベルト、芦屋川グリーンベルト、高橋川グリーンベルト、天上
川グリーンベルト、住吉川グリーンベルト、石屋川グリーンベルト、
都賀川グリーンベルト、新湊川グリーンベルト、妙法寺川グリーン
ベルト、新生田川グリーンベルト、宇治川グリーンベルト、堺川グ
リーンベルト
砂防設備設計、用地取得A=3.8ha　等

紅葉谷第五砂防堰堤、日柳第二砂防堰堤改築
（令和3年度完成予定）

伯母野山東砂防堰堤、鍋谷砂防堰堤、荒神山西砂防堰堤、水呑
第二砂防堰堤、二楽上流砂防堰堤改築、北の嶺砂防堰堤改築、
保久良第二砂防堰堤改築、高取山砂防堰堤改築
（令和4年度完成予定）

青山第三砂防堰堤、青山第四砂防堰堤、唐櫃金懸砂防堰堤群
(令和5年度完成予定）

五池谷上流砂防堰堤、五池谷下流砂防堰堤、五池谷南砂防堰
堤、西船坂砂防堰堤、奥山森砂防堰堤、夙川グリーンベルト、芦
屋川グリーンベルト、高橋川グリーンベルト、天上川グリーンベル
ト、住吉川グリーンベルト、石屋川グリーンベルト、都賀川グリーン
ベルト、新湊川グリーンベルト、妙法寺川グリーンベルト、新生田
川グリーンベルト、宇治川グリーンベルト、堺川グリーンベルト,一
里山地区斜面対策
（令和7年度以降完成予定）　等

20　～　50

海岸事業

（項）海岸事業費

（目）海岸保全施設整備事業費 673,827 224,609

東播海岸 直轄施行区域　Ｌ＝9392m 320 673,827 224,609
明石東部工区　堤防
垂水工区　消波堤、護岸、用地補償

垂水工区
　塩屋東地区　護岸　（令和5年度完成予定）
　狩口地区　　護岸　（令和3年度完成予定）

-　～　5.1

14,462,227 4,855,473

（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3年度　兵庫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2号 相生有年道路 L=8.6km 429 2,350 783
・調査設計
・用地取得
・改良工、橋梁下部工

・調査設計
・用地取得
・改良工、橋梁下部工

開通必要額
17～21億円程度

相生市若狭野町八洞～若狭野
　 L=1.5km(4/4)
　令和4年秋開通予定

国道9号 笠波峠除雪拡幅 L=4.6km 187 1,300 433
・調査設計
・用地取得
・改良工、トンネル工

・<調査設計>
・用地取得
・<改良工>、トンネル工

15～16億円程度

国道28号 洲本バイパス L=6.0km 400 1,800 600
・調査設計
・用地取得
・改良工、トンネル工

・<調査設計>
・<用地取得>
・<改良工>、<橋梁下部工>、トンネル工

23～25億円程度

国道29号 姫路北バイパス L=6.2km 250 150 50
・調査設計
・用地取得

・<調査設計>
・用地取得
・<用地管理工>

1～2億円程度

国道175号 西脇北バイパス L=5.2km 480 2,400 800
・調査設計
・用地取得
・改良工、橋梁上下部工

・<調査設計>
・<用地取得>
・改良工、<橋梁上下部工>

2～24億円程度
西脇市寺内～同市黒田庄町大伏
　 L=2.1km(2/4)
　令和2年3月14日開通済

国道176号 名塩道路 L=10.6km 1,011 2,250 750
・調査設計
・用地取得
・改良工、橋梁上下部工、トンネル工

・<調査設計>
・用地取得
・改良工、<橋梁上下部工>、<トンネル工>

3～23億円程度

国道483号 豊岡道路（Ⅱ期） L=5.1km 270 50 17 ・調査設計 ・<調査設計> －～2億円程度

国道483号 豊岡道路 L=2.0km 130 2,700 900
・調査設計
・用地取得
・改良工、橋梁上部工、トンネル工

・<調査設計>
・<用地取得>
・改良工、<橋梁上下部>、<トンネル工>

2～21億円程度

国道483号 日高豊岡南道路 L=6.1km 498 2,000 667
・調査設計
・舗装工、道路付属物工

・調査設計
・事業損失補償
・整備工

－～1億円程度
但馬空港IC～日高神鍋高原IC
　 L=6.1km(2/4)
　令和2年11月1日開通済

計 15,000 5,000 残事業費：約1,107億円

(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　兵庫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2号
国道29号
国道43号

- - 820 273

姫路バイパス
波賀町防災
兵庫４３号環境整備（県）
等

姫路バイパス
波賀町防災
兵庫４３号環境整備（県）
等

5～8億円程度

(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　兵庫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 1,220 407

朝来市山東町矢名瀬地区線形改良
仮屋地区歩道整備
五十波地区歩道整備
等

朝来市山東町矢名瀬地区線形改良
仮屋地区歩道整備
五十波地区歩道整備
等

ー ー 1,270 635 道路標識、防護柵、区画線　等 道路標識、防護柵、区画線　等

ー ー ー ー － － ー

ー ー 299 150
芦屋電線共同溝
伊丹寺本電線共同溝
西宮名塩電線共同溝

芦屋電線共同溝
伊丹寺本電線共同溝
西宮名塩電線共同溝

 

2,789 1,192   

(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。

備　　考

交通安全事業
（Ⅰ種）

国道9号
国道28号
国道29号
等

９～２２億円程度

交通安全事業
（Ⅱ種）

電線共同溝事業

箇所名等 事業規模 Ｒ２年度事業 Ｒ３年度予定事業

国道43号
国道171号
国道176号

全体事業費
（億円）

Ｒ２年度当初

国道2号
国道9号
国道28号
等

共同溝事業 ー

合　　　　計

Ｒ３年度事業進捗見込み



令和3年度　兵庫県における事業計画（R3年2月）（公園関係）

負担基本額 負担額
国営公園等事業

国営公園等整備費

国営明石海峡公園
計画面積　330ha
供用面積　87ha

958 909 303

【工事】
・淡路地区（海岸ゾーン）インフラ
整備
・神戸地区（棚田ゾーン）藍那山
荘移設　　　　　　　　　　　等
【設計】
・淡路地区（海岸ゾーン）アウトド
ア・ベースエリア基盤整備設計
・神戸地区（森のゾーン）基盤設
計  　　　　　　　　　　　　　等

【工事】
・淡路地区（海岸ゾーン）施設整
備
・神戸地区（棚田ゾーン）法面対
策　　　　　　　　　　　　　　　等
【設計】
・淡路地区（海岸ゾーン）サイン等
施設整備設計
・神戸地区環境調査　　　　等

1.7～7.6
・令和元年代後半
   完成予定

（注）R3年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

備考R2年度事業内容
R3年度事業進捗見込み

（億円）
対象科目

全体事業費
（億円）

R3年度予定事業内容（注）全体事業規模
R2年度当初（百万円）



【港湾整備事業】

令和2年度 令和3年度予定 令和3年度

負担基本額 負担額 事業内容 事業内容　(注)
事業進捗見込

（注）

姫路港
姫路港須加地区航路・泊地整
備事業

47 150 68 航路(-12m) 航路(-12m) - ～ 2億円程度
令和10年代前半完成予定
※完成に向けた円滑な事業実施環境
が整った段階で確定予定

姫路港 姫路港予防保全事業 11 岸壁(-10m)(改良) - ～ 1億円程度
令和10年代前半完成予定
※完成に向けた円滑な事業実施環境
が整った段階で確定予定

尼崎西宮芦屋港 尼崎西宮芦屋港予防保全事業 27 171 86 岸壁(-10m)(改良) 岸壁(-10m)(改良) - ～ 1億円程度
令和一桁後半完成予定
※完成に向けた円滑な事業実施環境
が整った段階で確定予定

柴山港
柴山港柴山地区避難港整備事
業

348 318 106 外防波堤(西) 外防波堤(西) 2 ～ 4億円程度
令和10年代前半完成予定
※完成に向けた円滑な事業実施環境
が整った段階で確定予定

(注)令和3年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更する可能性があります。

※「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

※今後、事業箇所を追加する場合があります。

港湾関係事業令和3年度予算　事業計画通知（R3年2月）

港名 プロジェクト名
全体事業費

（億円）

令和2年度当初
（百万円）

備考

－1／1－


