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直轄事業の事業計画（三重県関連分）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、このほど当局所管直轄事業の令和３年度事業計画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 

 

 

 

 



 

 

 

近畿地方整備局 

 

直轄事業の事業計画（三重県関連分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年度 当初予算 

 

河川関係 

道路関係 

 

 

 

 

 

 



令和３年度当初　三重県における　事業計画総括表

（単位：千円）

事業区分 負担基本額 地方負担額

河川関係 1,975,000 652,515

道路関係 4,690,000 1,563,332

公園関係 － －

港湾関係 － －

空港関係 － －

合計 6,665,000 2,215,847

(注)端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。



令和３年度当初 三重県における事業計画（水管理・国土保全局関係）

（単位：千円）

工事費 測量設計費 用地費及補償費 船舶及機械器具費 附帯工事費 事業委託費 事業車両費 計

河川事業

（項）河川整備事業費

（目）河川改修費 502,400 420,900 445,000 40,600 300,000 0 15,100 1,724,000 561,933

（一般河川改修事業）

熊野川 直轄管理区間　L=12.7km 481 80,000 133,100 0 17,200 0 0 700 231,000 77,000 成川他地区：河道掘削V=4千m3　等

＜負担基本額（他県分含
む）＞
2,447,000千円

<事業展開（他県分含む）
>
新宮川水系
令和4年度:　約8億円
令和5年度:　約8億円
令和6年度:　約8億円
令和7年度:　約8億円
令和8年度： 約8億円

木津川上流 直轄管理区間　L=64.2km 淀川水系（全体）
3,119*

130,030 218,170 443,000 13,700 300,000 0 6,100 1,111,000 370,333 黒田地区：名張大橋仮橋1式、用地取得A=1.39ha、公共補償1式
島ヶ原地区：築堤L=220ｍ　等

<事業展開（他府県分含
む）>＊
淀川水系（全体）
令和4年度:　約120億円
令和5年度:　約120億円
令和6年度:　約100億円
令和7年度:　約90億円
令和8年度:　約90億円

木津川上流（大規模） 上野遊水地 717 292,370 69,630 2,000 9,700 0 0 8,300 382,000 114,600 東高倉地区：河道掘削V=7千m3
三田地区：水門N=1基、用地取得A=0.03ha　等

<事業展開>
令和4年度:　約5億円
令和5年度:　約5億円
令和6年度:　約5億円
令和7年度:　約5億円
令和8年度:　約5億円

（目）河川工作物関連応急対策事業費 45,500 0 0 0 0 0 0 45,500 15,166

木津川上流 直轄管理区間　L=64.2km
越流堤等改善

0.4 45,500 0 0 0 0 0 0 45,500 15,166 上野遊水地越流堤流入防止施設改善

（項）都市水環境整備事業費

（目）総合水系環境整備事業費 40,000 0 0 1,500 0 0 0 41,500 20,750

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

40,000 0 0 1,500 0 0 0 41,500 20,750
水辺整備（名張市新町地区、鍛冶町地区）：階段護岸A=240m2 、
河川管理用通路110m　等

＜負担基本額（他府県分含
む）＞
628,300千円
<事業展開（他府県分含む）
>
淀川水系
令和4年度:　約10億円
令和5年度:　約10億円
令和6年度:　約10億円
令和7年度:　約10億円
令和8年度:　約10億円

砂防事業

（項）砂防事業費

（目）砂防事業費 32,500 119,080 3,420 6,000 0 0 3,000 164,000 54,666

木津川水系 流域面積　A=699.3km２ 160 32,500 119,080 3,420 6,000 0 0 3,000 164,000 54,666

坂ノ下第２砂防堰堤（令和３年度完成予定）
三本松砂防堰堤（令和３年度完成予定）
大野砂防堰堤（令和３年度完成予定）
谷出第６砂防堰堤（令和４年度完成予定）等
砂防設備設計、用地取得0.4ha　等

＜負担基本額（他県分含
む）＞
328,000千円

620,400 539,980 448,420 48,100 300,000 0 18,100 1,975,000 652,515

（注）　「負担基本額」の欄については、当該都道府県の負担対象となる額を記載しています。

複数府県間でアロケーションがなされる事業の「全体事業費」は他府県分を含む額を記載しています。

河川事業等の整備内容については、20～30年後までに順次完成することを目途としています。

事業展開は、原則、事業が一定程度進捗し、当面の段階的な整備により完成予定（部分完成予定を含む）としている事業を記載対象としています。

＊：一般河川改修の全体事業費、事業展開は、同水系の大規模改良工事、特定構造物改築事業の予算額を含んでいます。

事　　業　　種　　別 箇　　所　　名 全体事業規模
全体事業費

（億円）

負　　担　　基　　本　　額
地方負担額 令和3年度事業内容 備　　考

合　　　　　　　　　計

全体事業費、事業展開については、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。



令和３年度当初　三重県における事業計画（道路関係〔直轄〕）

改築事業（幹線道路ネットワーク整備）

工事費
測　量
設計費

用地費及
補償費

船舶及機
械器具費

附帯工事費
事　業
車両費

L=2.4km 350 3,240,000 166,483 1,121,000 22,517 0 0 4,550,000 1,516,666

・調査推進：
　　調査設計
・用地推進：
　　鵜殿地区ほか用地取得
・工事推進：
　　鵜殿地区改良工事
　　熊野川河口大橋上下部工事

用地進捗率：約99％
事業進捗率：約63％

（仮称）紀宝IC～（仮称）新宮北IC
　 L=2.4km(2/2)
令和6年秋開通予定
＜残事業費＞
令和4年度以降：約60億円

3,240,000 166,483 1,121,000 22,517 0 0 4,550,000 1,516,666   残事業費:約108億円

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

（注）備考欄の用地進捗率は、令和３年３月３１日時点である。

（注）備考欄の事業進捗率は、令和３年３月３１日時点である。

（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の事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進捗率については、他の都道府県政令市の区間を含む。

（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。

内　　　訳
計

負担基本額（千円）

地　方
負担額 Ｒ３年度事業内容 備考

合　　　　計

全体事業費
（億円）

国道42号 新宮紀宝道路

箇所名等 事業規模



令和３年度当初　三重県における事業計画（道路関係〔直轄〕）

改築事業（防災対策等）

工事費
測　量
設計費

用地費及
補償費

船舶及機
械器具費

附帯工事費
事　業
車両費

L=3.4km 155 123,472 15,153 375 1,000 0 0 140,000 46,666

・調査推進：
　　調査設計
・用地推進：
　　小森地区公共移設補償
・工事推進：
　　下尾井地区改良工事
　　1号橋ほか下部工事
　　1号ほかトンネル工事

用地進捗率：100％
事業進捗率：約30％

123,472 15,153 375 1,000 0 0 140,000 46,666  

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

（注）備考欄の用地進捗率は、令和３年３月３１日時点である。

（注）備考欄の事業進捗率は、令和３年３月３１日時点である。

（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の事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進捗率については、他の都道府県政令市の区間を含む。

（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。

奥瀞道路（Ⅲ期)

箇所名等 事業規模
全体事業費

（億円）

合　　　　計

国道169号

備考内　　　訳
計

負担基本額（千円）

地　方
負担額 Ｒ３年度事業内容


