


平成２５年度  大分県における事業計画（Ｈ２５．４）（水管理・国土保全局関係）

工事関係費 負担額（注）

4,716.000 1,163.279

4,716.000 1,163.279

一般河川改修事業費 4,716.000 1,163.279

山国川
直轄管理区間　Ｌ＝29.0ｋｍ
（福岡県、大分県含み）

94 317.000 78.193
青地区：橋梁架替（仮設撤去）１基、築堤L=95m、用地取得
A=0.304ha、家屋補償１件
青地区用地調査、青地区下流部堤防設計　等

中流部改修検討　　等 －～0.4

大分川 直轄管理区間　Ｌ＝26.8ｋｍ 217 1,842.000 454.360

中島地区：築堤護岸L=200m、橋梁架替（下部工）、用地補償
A=0.3ha、家屋補償７件
畑中・滝尾・宗方地区：河道掘削V=60千m3
舞鶴地区外：堤防耐震対策L=1,800m
本川上流部河道掘削検討、耐震津波対策検討　等

中島地区：樋管、橋梁改築（平成27年度完成予定）
横瀬・国分地区：河道掘削（平成28年度完成予定）　　等

1.5～4.0

大野川 直轄管理区間　Ｌ＝32.3ｋｍ 234 1,497.000 369.260
利光地区：築堤L=200m、樋門１基、用地取得A=0.4ha
中島地区外：堤防耐震対策L=1,000m
河床安定対策検討、耐震津波対策検討　等

利光地区：築堤、樋管（平成26年度完成予定）
鶴崎地区：河床低下対策　　等

2.7～3.0

番匠川 直轄管理区間　Ｌ＝33.8ｋｍ 154 931.000 229.646

灘地区：用地取得A=0.02ha、築堤護岸
蛇崎地区：排水ポンプ場１式
樋管耐震対策１基、堤防耐震対策L=700m
波寄地区実施設計　等

灘地区：築堤、護岸（平成27年度完成予定）
女島地区：堤防液状化対策　　等

2.3～6.4

筑後川
直轄管理区間　Ｌ＝175.8ｋｍ
（福岡県、佐賀県、大分県含み）

1,774 129.000 31.820
高瀬地区：築堤護岸L=60m、用地取得A=0.13ha
高瀬地区築堤樋管設計　等

高瀬地区：築堤、護岸（平成26年度完成予定）　　等 0.1～1.6

河川激甚災害対策特別緊急事業費 － －

筑後川 激特区間　L=8.7km 91 － －
友田地区外　河道掘削V=82千m3、築堤（土堤）L=1,080m、護岸
L=1,300m　等

友田地区外：河道掘削、築堤、護岸　　等（事業期間：平成24年度～
概ね5年間）

15～18

1,315.725 281.039

多目的ダム建設事業費 1,294.925 270.639

大分川大分川ダム ロックフィルダム　（H=92m　L=498m） 967＊ 1,294.925 270.639 付替道路工事、水理水文調査、環境調査　等 本体工事、水理水文調査　等 36 平成29年度完成予定＊

総合水系環境整備事業費（ダム） 20.800 10.400

筑後川松原・下筌ダム
（熊本県、大分県含む）

松原・下筌ダム水環境整備 １式
筑後川水系

56
20.800 10.400 保育工　１式 保育工　１式（平成25年度完成予定） 0.1～0.2

備考

河川事業

河川改修費

H24年度当初（百万円）
H24年度事業内容 H25年度事業内容

H25年度事業
進捗見込み

（億円）

全体事業費
（億円）

ダム事業

対象科目 全体事業規模



平成２５年度  大分県における事業計画（Ｈ２５．４）（水管理・国土保全局関係）

工事関係費 負担額（注）
備考

H24年度当初（百万円）
H24年度事業内容 H25年度事業内容

H25年度事業
進捗見込み

（億円）

全体事業費
（億円）

対象科目 全体事業規模

－ －

河川等災害復旧費（河川　24年災） － －

山国川

【山国川】
三光佐知地区　L=300m
多志田地区　L=63m
岩屋地区　L=118m
中川原地区　L=155m
柿坂地区①　L=171m
柿坂地区②　L=46m
大島地区　1箇所

6.6 － －

【山国川】
三光佐知地区護岸　L=300m
多志田地区　L=39m
岩屋地区護岸　L=118m
柿坂地区①護岸　L=171m
柿坂地区②護岸　L=46m
大島地区水位計　1箇所

【山国川】
多志田地区　L=24m（平成25年度完成予定）
中川原地区　L=155m（平成25年度完成予定）

1.1

筑後川

【筑後川】
大山地区　L=120m
【花月川】
友田地区①　L=95m
友田地区②　L=45m
友田地区③　L=60m
友田地区④　L=90m
友田地区⑤　L=15m
友田地区⑥　L=80m
吹上町地区　L=35m
丸山地区①　L=120m
丸の内町地区　L=580m
丸山地区②　L=50m
西有田地区①　L=135m
西有田地区②　L=120m
西有田地区③　L=200m
西有田地区④　L=200m
西有田地区⑤　L=685m
三和地区①　L=105m
三和地区②　L=85m
花月地区①　L=220m
三和地区③　L=90m
花月地区②　L=20m

23 － －

【筑後川】
西大山地区護岸　L=60m
【花月川】
友田地区①護岸　L=95m
友田地区②護岸　L=45m
友田地区③護岸　L=60m
友田地区④護岸　L=90m
友田地区⑤護岸　L=15m
友田地区⑥護岸　L=80m
吹上地区護岸　L=35m
丸山地区①護岸　L=120m
丸の内町地区護岸、水位計　L=580m
丸山地区②護岸　L=50m
西有田地区①護岸　L=135m
西有田地区②護岸　L=120m
西有田地区③護岸　L=200m
西有田地区④護岸　L=200m
西有田地区⑤護岸　L=446m
三和地区①護岸　L=105m
三和地区②護岸　L=85m
花月地区①護岸　L=90m
三和地区③護岸　L=90m

【筑後川】
西大山地区護岸　L=60m（平成25年度完成予定）
【花月川】
西有田地区⑤護岸　L=239m（平成25年度完成予定）
花月地区①護岸　L=130m（平成25年度完成予定）
花月地区②護岸　L=20m（平成25年度完成予定）

2.5

6,031.725 1,444.318

（注） 合計は四捨五入の関係で合致していない場合があります。

「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・工期については現計画に基づいて記載しています。（検証の結果を踏まえ、必要に応じ、見直しを行います。）

合　　　　計　

災害復旧事業



平成２５年度　　大分県における事業計画（H25年4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

・調査推進：
　　佐伯地区水文調査
　　道路詳細設計
　　城西地区(埋蔵文化財調査)

・用地買収推進：
　　城西地区 A=6,900m2
　　岸河内地区 A=1,700m2
    谷川地区 A＝32,000m2
　　山口地区 A=900m2

・工事推進：
　　上岡トンネル(L=516m)
　　佐伯トンネル(L=1,561m)
　　谷川トンネル（L=261m)
　　山口第一トンネル（L=341m)
　　山口第二トンネル(L=1,056m)
　　下孫四郎トンネル(L=302m)
　　蒲江トンネル(L=2,819m)
　　番匠川橋(L=539m)上部工
　　元越大橋(L=376m)上部工
　　長谷橋(L=203m)上部工
　　大越川橋(L=195m)上部工
　　津江川橋(L=32m)上部工
　　青山橋(L=445m)床版工
　　谷川橋(L=50m)床版工
　　岸河内、谷川、三軒屋、
　　　野々河内地区改良 L=2,100m
　　門前、古市、上城、青山、
　　　長谷地区改良 L=800m
　　大越トンネル(L=1,221m)舗装

東九州自動車道 蒲江～北川 L=26.2km 938 2,560 390

・調査推進：
　　蒲江地区水文調査

・工事推進：
　　葛原トンネル(L=2,778m)
　　陣が峰トンネル(L=467m)
　　森崎川橋(L=77m)上部工
　　波当津地区舗装　L=800m
　　蒲江～県境間道路付属物 L=9,700m

－ －

事業規模、全体事業費、用地進捗率及び
事業進捗率は、宮崎県区間を含む

用地進捗率： １００％
事業進捗率：約９０％

蒲江IC～北浦IC
L=14.2km(2/4)
平成25年2月16日供用済

東九州自動車道 1,60110,500763L=20.4km

・調査推進：
　　佐伯地区水文調査
　　道路詳細設計

・用地補償：
　　佐伯ＩＣ地区　A=1,000m2

・工事推進：
　　上岡トンネル(L=516m)
　　佐伯トンネル(L=1,561m)
　　谷川トンネル（L=261m)
　　山口第一トンネル（L=341m)
　　山口第二トンネル(L=1,056m)
　　蒲江トンネル(L=2,819m)
　　番匠川橋(L=539m)上部工
　　元越大橋(L=376m)上部工
　　長谷橋(L=203m)上部工
　　大越川橋(L=195m)上部工
    虚空蔵１号橋(L=24m）上部工
　　上城地区改良　L=200m
　　佐伯南ＩＣ地区改良　L=400m
　　青山地区改良　L=200m

路線名 箇所名 事業規模
平成２４年度当初

Ｈ２４年度事業内容 Ｈ２５年度予定事業内容 Ｈ２５年度事業進捗見込み 備　　考

用地進捗率： １００％
事業進捗率：約６６％

佐伯IC～蒲江IC
L=20.4km(2/4)
平成28年度供用予定

佐伯～蒲江
供用必要額

102～114億円程度



平成２５年度　　大分県における事業計画（H25年4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
路線名 箇所名 事業規模

平成２４年度当初
Ｈ２４年度事業内容 Ｈ２５年度予定事業内容 Ｈ２５年度事業進捗見込み 備　　考

用地進捗率：約９０％
事業進捗率：約７１％

大野IC～朝地IC
L=6.3㎞(2/4)
平成26年度供用予定

朝地IC～竹田IC
L=6.0km(2/4)
　着手後概ね10年程度を目指すものの、
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

国道212号 三光本耶馬渓道路 L=12.8km 426 400 99

・調査推進：
　　三光～羅漢寺地区水文調査
　　道路詳細設計
　　三光～羅漢寺地区環境調査

・用地買収推進：
　　三光～羅漢寺間 A=30,000m2

・工事推進：
　　西秣・田口地区改良 L=200m

・調査推進：
 ＜三光田口地区(埋蔵文化財調査)＞
 ＜三光西秣～跡田地区水文調査＞
 ＜道路詳細設計＞
　
・用地買収推進：
 ＜三光田口～跡田地区 A=14,000m2＞

・工事推進：
　　三光田口地区改良 L=120m
 ＜三光第二トンネル(L=176m)＞

１～８億円程度

用地進捗率：約３６％
事業進捗率：約　７％

中津三光IC～本耶馬渓IC
L=12.8km(2/2)
　着手後概ね10年程度を目指すものの、
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

国道10号 豊前拡幅 L=5.9km 60 0 0 －

・調査推進：
 ＜道路詳細設計＞

－～１億円程度

事業規模、全体事業費、用地進捗率及び
事業進捗率は、福岡県区間を含む

用地進捗率： １００％
事業進捗率：約６０％

唐原交差点～新山国大橋交差点
L=0.5km(4/4)
　着手後概ね10年程度を目指すものの、
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

国道10号 別大拡幅 L=22.6km 833 130 32

・調査推進：
　　日出地区(埋蔵文化財調査)

・用地買収推進：
　　日出地区 A=700m2

・工事推進：
　　日出地区改良・舗装 L=300m

・調査推進：
　　道路詳細設計
　　日出地区(埋蔵文化財調査)

・用地補償：
　　日出地区支障物件移設

・工事推進：
　　日出地区改良・舗装 L=600m
　　日出地区歩道橋（L=28m）上部工

供用必要額
１～２億円程度

用地進捗率：約９９％
事業進捗率：約９９％

日出地区
L=0.6km(4/4)
平成25年度供用予定

国道10号 古国府拡幅 L=0.6km 97 100 25

・調査推進：
　　顕徳町地区(埋蔵文化財調査)

・工事推進：
　　元町～顕徳町地区改良・舗装 L=600m
    万寿ボックス(L=18m)設置

－ －

大分市顕徳町～大分市元町
L=0.6km(4/4)
平成25年1月28日供用済
H24完了

供用必要額
２２～２９億円程度

国道57号 272大野竹田道路 L=12.3km 2,230 550

・調査推進：
　　道路詳細設計
　　構造物詳細設計
　　大野・朝地地区(埋蔵文化財調査)
　　大野・朝地地区水文調査
　　竹田地区水文調査

・用地買収推進：
　　大野・朝地地区 A=20,000m2
　　朝地・竹田地区 A=10,000m2

・工事推進：
　　大野・朝地地区改良　L=1,600m
　　朝地IC橋(L=22m)上部工

・調査推進：
　　朝地地区(埋蔵文化財調査)
　　道路詳細設計

・用地買収推進：
　　大野・朝地地区 A=2,000m2
 ＜朝地・竹田地区 A=30,000m2＞

・工事推進：
　　大野・朝地地区改良　L=2,200m
 ＜朝地・竹田地区改良　L=200m＞
　　屋原橋（L=27m）上部工
　　酒井寺川橋（L=34m）上部工
　　加原川橋（L=21m）上部工
　　向原川橋（L=42m）上部工
　　桑原跨道橋（L=87m）上部工
　　宮迫跨道橋（L=70m）上部工
　　池田跨道橋（L=72m）上部工
　　下野跨道橋（L=76m）上部工
　　水路橋（L=37m）上部工
 ＜笹無田橋（L=151m）下部工＞



平成２５年度　　大分県における事業計画（H25年4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
路線名 箇所名 事業規模

平成２４年度当初
Ｈ２４年度事業内容 Ｈ２５年度予定事業内容 Ｈ２５年度事業進捗見込み 備　　考

国道210号 田原拡幅 L=1.1km 30 26 6

・調査推進：
　　道路詳細設計

・用地補償：
　　田原・木上地区支障物件移設

・工事推進：
　　田原・木上地区舗装 L=400m

－ －

大分市大字田原～大分市大字木上
L=0.4km(4/4)
平成24年11月16日供用済
H24完了

計 15,946 2,704 残事業費：約７５１億円

(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）全体事業費については、事業評価結果を踏まえ、変更する場合がある
(注）Ｈ２５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）備考欄の用地進捗率は、平成２５年３月末時点である

(注）備考欄の事業進捗率及び残事業費は、平成２４年度補正投入時点である

(注）今後、新規事業箇所を追加する場合がある



平成２５年度　　大分県における事業計画（H25年4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10号 敷戸橋架替 L=0.4km 7 201 50

・調査推進：
　　道路詳細設計

・工事推進：
　　敷戸橋(L=37m)下部工・上部工
　　鴛野地区舗装 L=150m

－

大分市大字鴛野
L=0.4km(2/2)
平成25年3月19日供用済
H24完了

国道210号 天瀬改良 L=1.0km 75 171 42

・調査推進：
　　天瀬地区水文調査

・工事推進：
　　法面対策工

・調査推進：
 ＜道路詳細設計＞

・工事推進：
 ＜天瀬１号橋(L=83m)下部工＞

用地進捗率： １００％
事業進捗率：約４０％

日田市天瀬町赤岩字湯ノ釣
　～同市天瀬町赤岩字湯道
L=1.0km(2/2)
　着手後概ね10年程度を目指すものの、
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

計 372 92

(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）Ｈ２５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）備考欄の用地進捗率は、平成２５年３月末時点である

(注）備考欄の事業進捗率は、平成２４年度補正投入時点である

(注）今後、新規事業箇所を追加する場合がある

０．０７～１億円程度

路線名 箇所名 事業規模
平成２４年度当初

Ｈ２４年度事業内容 Ｈ２５年度予定事業内容 Ｈ２５年度事業進捗見込み 備　　考



平成２５年度　大分県における事業計画（H25年4月）（道路関係〔直轄〕）

交通安全事業（Ⅰ種） (単位：百万円）

事業費 地方負担額

－ － 510 170

宇佐神宮入口交
差点改良

－ － 12 ・調査設計
・調査設計
・用地買収
・＜工事＞

早期完成は目指すものの、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

和気歩道整備 － － 60
・調査設計
・用地買収
・工事

－ 平成24年度完成

永石通り交差点
改良

－ － 21
・調査設計
・工事

－ 平成24年度完成

畑中交差点改良 － － 3 ・調査設計 ・調査設計
早期完成は目指すものの、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

宮崎自歩道整備 － － 252
・調査設計
・用地買収
・工事

・調査設計
・工事

平成25年度完成予定

野津町野津市２
自歩道整備

－ － 57
・調査設計
・移転補償
・工事

－ 平成24年度完成

野津市地区事故
対策

－ － 105
・調査設計
・用地買収

・調査設計
・用地買収
・工事

早期完成は目指すものの、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

－ － 39 13

三宅視距改良 － － 6
・調査設計
・移転補償
・工事

－ 平成24年度完成

拝田原歩道整備 － － 33 ・調査設計
・調査設計
・用地買収

早期完成は目指すものの、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

－ － 99 33

大龍歩道整備 － － 9 ・調査設計
・調査設計
・用地買収
・＜工事＞

早期完成は目指すものの、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

挾間歩道整備 － － 27 ・調査設計 ・調査設計
早期完成は目指すものの、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

下市歩道整備 － － 33
・調査設計
・工事

－ 平成24年度完成

緑ヶ丘団地入口
交差点改良

－ － 30
・調査設計
・用地買収
・工事

－ 平成24年度完成

－ 648 216   

（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）平成25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）今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

合　　　　計

大分57号交差点改良等

国道210号 大分210号交差点改良等

国道57号

Ｈ２４年度事業内容 Ｈ２５年度事業内容 Ｈ２５年度事業進捗見込み 備考

国道10号 大分10号交差点改良等

 ２～７億円程度

箇所名等 事業規模
全体事業費

（億円）

平成２４年度当初



平成２５年度　大分県における事業計画（H25年4月）（道路関係〔直轄〕）

交通安全事業（Ⅱ種） （単位：百万円）

事業費 地方負担額

－ － 418 209
防護柵、区画線、視線誘導標、道路照明、道路標識、
情報提供機器（情報提供板）、情報収集機器（ITV）

防護柵、区画線、視線誘導標、道路標識、情報提供
機器（情報提供板）、情報ハイウェイ（光ファイバー）

－ － 68 34 防護柵、区画線、視線誘導標、道路標識 防護柵、区画線、視線誘導標

－ － 188 94
防護柵、区画線、視線誘導標、道路照明、道路標識、
情報提供機器（情報提供板）、簡易パーキング

防護柵、区画線、視線誘導標、道路標識、簡易パー
キング

－ 674 337   

（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）平成25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。

合　　　　計

Ｈ２４年度事業内容 Ｈ２５年度事業内容 Ｈ２５年度事業進捗見込み 備考

国道10号 －

４～７億円程度国道57号 －

箇所名等 事業規模
全体事業費

（億円）

平成２４年度当初

国道210号 －



平成２５年度　大分県における事業計画（H25年4月）（道路関係〔直轄〕）

電線共同溝事業 （単位：百万円）

事業費 地方負担金

160 70

L=2.1km 31 160
本体工事、引込連系管路工事、調査設計、連系設備
補償

路面復旧工事、調査設計、連系設備補償 平成25年度供用予定

160 70    

(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

Ｈ２５年度事業進捗見込み 備考

国道１０号 大分１０号電線共同溝

０．１～１億円程度

　　　宮崎地区電線共同溝

箇所名等 事業規模
全体事業費

（億円）

平成２４年度当初

Ｈ２４年度事業内容 Ｈ２５年度予定事業内容



平成２５年度　大分県における事業計画（H25.4）（港湾関係〔直轄〕）

港湾整備事業、海岸事業

負担基本額 負担額

中津港
中津港田尻地区国際物流ター
ミナル整備事業

302 1,024 388 航路(-12m) 航路(-12m) - ～ 1億円程度
H20年代後半完成予定
※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

中津港田尻地区臨港道路整備
事業

48 794 301 道路 道路 - ～ 4億円程度
H20年代後半完成予定
※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

別府港
別府港石垣地区旅客対応ター
ミナル整備事業

81 176 67 防波堤 防波堤 1 ～ 8億円程度
H30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

大分港
大分港西大分地区複合一貫輸
送ターミナル改良事業

42 40 15
岸壁(-7.5m)(改良)(耐震)、泊
地(-7.5m)

岸壁(-7.5m)(改良)(耐震)、泊
地(-7.5m)、防波堤(北)

2 ～ 9億円程度
H20年代後半完成予定
※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

佐伯港
佐伯港女島地区国際物流ター
ミナル整備事業

145 364 138
岸壁(-14m)、泊地(-14m)、航
路(-14m)

岸壁(-14m)、泊地(-14m)、航
路(-14m)

- ～ 1億円程度 H25年度完成予定

別府港海岸
別府港海岸直轄海岸保全施設
整備事業

162 2,400 592 護岸（改良） 護岸（改良） 8 ～ 9億円程度 H25年度完成予定

計 4,798 1,500

(注)H25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、今後変更され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、新規事業箇所を追加する場合があります。

備考港湾名 プロジェクト名
全体事業費

（億円）
Ｈ２４年度事業内容 Ｈ２５年度予定事業内容（注）

Ｈ２４年度当初
（百万円）

Ｈ２５年度
事業進捗見込（注）



平成２５年度　大分県における事業計画（H25.4）（空港関係）

負担基本額 負担額

（注）H25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。

計 129 32

場周柵（越波対策）等 0.5 ～ 1.4 億円程度

H２５年度

備考

事業進捗見込み

H２５年度予定事業内容（注）

大分空港 空港整備事業（安全・安心） － － 129 32 場周柵（越波対策）

箇所名等 事業規模
全体事業費

（億円）

H２４年度当初
（百万円）

H２４年度事業内容




