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補正予算の概要
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基本的な考え方

１. 「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」（令和３年１１

月１９日閣議決定）において、取り組む施策として掲げられた「未

来社会を切り拓く「新しい資本主義」の起動」「防災・減災、国

土強靱化の推進など安全・安心の確保」の二つの柱について、 各

項目の実施に必要な経費を計上している。

２. 「未来社会を切り拓く「新しい資本主義」の起動」において

は、 成長戦略及び分配戦略に必要な経費を計上している。

３. 「防災・減災、国土強靱化の推進など安全・安心の確保」にお

いては、防災・減災、国土強靱化の推進、自然災害からの復旧・

復興の加速、国民の安全保障の確保を含む国民の安全・安心に必

要な経費を計上している。

４. なお、補正予算の執行に当たっては、改正品確法の趣旨を踏ま

え、地域における公共工事の品質確保やその担い手の中長期的

な確保・育成等に配慮しつつ、円滑な施工の確保や予算の早期

執行に万全を期する。

このため、適正価格での契約、地域企業の活用に配慮しつつ適

切な規模での発注等に取り組む。あわせて、早期発注を通じ 

た施工時期の平準化、新技術導入や ICT の活用による

i-Construction の推進、適切な工期設定等による週休２日の実

現等の働き方改革に取り組む。
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令和３年度　九州地方整備局関係　補正予算の概要

１）予算規模

 

①直轄事業 （単位：百万円）

治　　　水 80,410 29,177 350 29,527

海　　　岸 3,535 3,444 819 4,263

道　　　路 159,131 32,980 2,300 35,280

港　　　湾 24,673 14,526 2,180 16,706

空　　　港 20,467 0 0 0

都市水環境 940 468 0 468

公　　園 2,616 1,350 0 1,350

一般公共事業費計 291,772 81,944 5,649 87,593

営繕関係 2,544 0 0 0

合　　　　計 294,317 81,944 5,649 87,593

※本表は、端数整理の結果、合計と一致しないことがある。

※本表には、工事諸費等は除いている。

※令和３年度当初予算はゼロ国債を除いている

※上記の他に、災害復旧関係事業として、直轄１２４億円が配分予定である。

事業区分

歳出予算
国庫債務負担行為

（ゼロ国債）
合計

令和３年度
補正予算

令和３年度
当　初　予　算

九州地方整備局の令和３年度補正予算総額（ゼロ国債含む）は、約２,５１２億円

（単位：百万円）

歳出予算 国庫債務負担行為
（ゼロ国債）

合計

直轄事業 81,944 5,649 87,593
補助事業等 162,912 685 163,597

合計 244,856 6,334 251,190
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②-1補助事業等
（単位：百万円）

山口県

（下関市）

7,156 633 1,931 2,873 1,838 100 1,110 0 15,641

3,997 3,589 5,551 3,459 3,697 2,702 2,235 0 25,230

700 0 0 1,060 0 200 0 100 2,060

0 0 0 0 133 209 0 0 342

66 0 0 0 22 12 0 0 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 14 0 0 0 0 0 0 14

0 0 0 0 0 0 0 0 0

25,930 11,427 23,407 19,704 14,182 10,292 14,462 120 119,525

37,848 15,664 30,889 27,096 19,873 13,514 17,807 220 162,912

※本表は、端数整理の結果、合計と一致しないことがある。

※交付金の事業費は、配分する国費をもとに推計した事業費である。

②-2国庫債務負担行為（ゼロ国債）

福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 山口県（下関市） 合　　計

0 100 0 0 430 155 0 0 685

0 100 0 0 430 155 0 0 685

※本表は、端数整理の結果、合計と一致しないことがある。

事　　　項 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県

道　　路

事　　　項

大分県 宮崎県 鹿児島県 合　　計

治    水

合　　　計

下 水 道

公    園

社会資本総合整備等

合　　　計

道　　路

港    湾

住宅対策

市街地整備

都市水環境

（単位：百万円）
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九州地方整備局

令和３年度 補正予算
九州地方整備局関係の概要

■河川・ダム・砂防・海岸における
主な事業箇所位置図

【直轄】遠賀川直轄河川改修事業

【直轄】牛津川河川大規模災害関連事業※
【補助】武雄川・広田川・山犬原川河川激甚災害対策特別緊急事業※

【直轄】山国川直轄河川改修事業

【直轄】大分川直轄河川改修事業

【直轄】大野川直轄河川改修事業

【直轄】番匠川直轄河川改修事業

【直轄】五ヶ瀬川直轄河川改修事業

【直轄】小丸川直轄河川改修事業

【直轄】大淀川直轄河川改修事業

【直轄】宮崎海岸直轄海岸保全施設整備事業

【直轄】肝属川直轄河川改修事業

【直轄】桜島直轄砂防事業

【直轄】大淀川水系直轄砂防事業

【直轄】球磨川直轄河川改修事業

【直轄】球磨川河川大規模災害関連事業※

【直轄】球磨川水系（川辺川）直轄砂防事業
【直轄】緑川直轄河川改修事業

【直轄】白川直轄河川改修事業

【直轄】菊池川直轄河川改修事業

【直轄】阿蘇山直轄砂防事業
【直轄】矢部川直轄河川改修事業

【直轄】本明川直轄
河川改修事業

【直轄】本明川ダム建設事業

【直轄】松浦川直轄河川改修事業

【直轄】城原川ダム建設事業

【直轄】六角川直轄河川改修事業

【直轄】嘉瀬川直轄河川改修事業

【直轄】筑後川直轄河川改修事業

【直轄】筑後川水系赤谷川特定緊急砂防事業

【補助】竹田水害緊急
治水ダム建設事業

（玉来ダム）

未来社会を切り拓く
「新しい資本主義」の起動

防災・減災、国土強靱化の
推進など安心・安全の確保

凡例

※災害関係事業

【直轄】筑後川総合水系環境整備事業

【直轄】本明川総合
水系環境整備事業

【直轄】矢部川総合水系環境整備事業

【直轄】白川総合水系環境整備事業

【直轄】菊池川総合水系環境整備事業

【直轄】川内川総合水系環境整備事業

【直轄】川内川直轄河川改修事業

【直轄】遠賀川総合水系環境整備事業

【直轄】山国川総合水系環境整備事業

位置図には主な事業箇所を記載しており、
河川維持修繕事業、堰堤維持事業など
記載のない事業箇所もあります 5



福岡県

長崎県

熊本県

宮崎県

大分県

鹿児島県

佐賀県

九州地方整備局

■主な道路事業箇所（改築）位置図

令和３年度 補正予算
九州地方整備局関係の概要

※令和3年12月1日時点
※未開通区間のＩＣ名は仮称

　 　

　 　

凡　　例

凡例

防災・減災、国土強靱化の
推進など安全・安心の確保

未来社会を切り拓く
「新しい資本主義」の起動

【補助】佐賀唐津道路
国道208号佐賀道路

【補助】(主)鳥栖朝倉線
味坂SIC(仮称)工区

【補助】熊本天草幹線道路
国道324号本渡道路

【補助】中津日田道路
国道212号日田山国道路

【直轄】西九州自動車道
国道497号松浦佐々道路

【直轄】国道3号
植木バイパス

熊本北バイパス

【直轄】東九州自動車道
国道220号日南・志布志道路

【直轄】国道201号
八木山バイパス【直轄】有明海沿岸道路

国道208号大川佐賀道路

【直轄】九州横断自動車道
延岡線 嘉島JCT～矢部

【直轄】中津日田道路
国道212号三光本耶馬渓道路

【直轄】都城志布志道路
国道10号都城道路（Ⅱ期）

【直轄】南九州西回り自動車道
国道3号阿久根川内道路

【補助】(主)長崎南環状線

(新戸町～江川町工区)

　高規格道路

開通済（４車線以上）

開通済（２車線）

事業中

一般国道 指定区間
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九州地方整備局

■主な港湾・空港整備事業箇所位置図

：国際拠点港湾

：重要港湾

：国管理空港

下関港

北九州港

厳原港

博多港

苅田港

三池港

中津港

別府港
伊万里港

唐津港

長崎港

佐世保港

福江港

郷ノ浦港

熊本港

三角港

八代港

大分港

津久見港

佐伯港

細島港

宮崎港

油津港

鹿児島港

志布志港

川内港

西之表港

名瀬港

鹿児島空港
宮崎空港

大分空港

北九州空港

福岡空港

長崎空港

熊本空港

万関瀬戸航路

蟐蛾ノ瀬戸航路

平戸瀬戸航路

本渡瀬戸航路

関門航路

令和３年度 補正予算
九州地方整備局関係の概要

下関港
【直轄】国際物流ターミナル整備事業
【補助】国際物流ターミナル整備事業

未来社会を切り拓く
「新しい資本主義」の起動

防災・減災、国土強靱化の
推進など安全・安心の確保

凡例

北九州港
【直轄】国際物流ターミナル整備事業

苅田港
【直轄】国際物流ターミナル整備事業

【補助】予防保全事業
唐津港

【直轄】予防保全事業

伊万里港
【直轄】予防保全事業

佐世保港
【直轄】予防保全事業

長崎港
【直轄】予防保全事業

熊本港
【補助】廃棄物海面処分場整備事業

八代港
【直轄】国際物流ターミナル

改良事業

中津港
【直轄】航路整備事業

大分港
【直轄】複合一貫輸送ターミナ

ル整備事業

別府港
【直轄】予防保全事業

佐伯港
【直轄】予防保全事業

細島港
【補助】国際物流ターミナル整備事業

宮崎港
【直轄】防波堤(改良)整備事業

油津港
【補助】国際物流ターミナル整備事業

川内港
【直轄】国際物流ターミナル整備事業

指宿港海岸

指宿港海岸
【直轄】直轄海岸保全施設

整備事業

下関港海岸

鹿児島港
【直轄】臨港道路整備事業

【直轄】予防保全事業

志布志港
【直轄】ふ頭再編改良事業

大分港海岸

：港湾海岸

【直轄】旅客対応ターミナル整
備事業

【直轄】複合一貫輸送ターミナル整備
事業

【補助】廃棄物海面処分場整備事業

厳原港
【直轄】予防保全事業

本渡瀬戸航路
【直轄】航路保全事業

下関港海岸
【直轄】直轄海岸保全施設

整備事業

大分港海岸
【直轄】直轄海岸保全施設整

備事業
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九州地方整備局

都市･住宅事業

■主な都市･住宅整備事業箇所位置図

鹿児島県

宮崎県
熊本県

大分県

福岡県

佐賀県

長崎県

令和３年度 補正予算
九州地方整備局関係の概要

【補助】牧ノ内団地(南九州市)
【公営住宅等整備事業】

【補助】高田南地区
土地区画整理事業

（長与町）

【補助】延岡一ヶ岡地区(延岡市)
【地域居住機能再生推進事業】

【直轄】国営吉野ヶ里歴史公園
（神埼市、吉野ヶ里町）

【直轄】海の中道海浜公園
（福岡市）

【補助】厘外第１０汚水幹線他
耐震化事業（佐賀市）

【下水道総合地震対策事業】

未来社会を切り拓く
「新しい資本主義」の起動

防災・減災、国土強靱化の
推進など安心・安全の確保

凡例

【補助】(都)銭渕大宮線ほか１線
(日田市)

【補助】東二島北湊主要幹線耐震化事業
(北九州市)【下水道総合地震対策事業】

【補助】菊陽杉並木公園
（菊陽町）
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区分
直轄・
補助

事業名 市町村名
補正事業費
（百万円）

分類
※１

参考資料
ページ

河川 直轄 遠賀川【直轄河川改修事業】
直方市、飯塚市、福智町、
添田町、大任町 1,412 ②

河川 直轄 山国川【直轄河川改修事業】 上毛町 385 ②

河川 直轄 矢部川【直轄河川改修事業】 柳川市 179 ②

河川 直轄 筑後川【直轄河川改修事業】 久留米市 1,106 ②

河川 直轄 遠賀川【総合水系環境整備事業】 田川市、中間市 60 ①

河川 直轄 山国川【総合水系環境整備事業】 吉富町 87 ① 河川－１

河川 直轄 矢部川【総合水系環境整備事業】 筑後市 66 ①

河川 直轄 筑後川【総合水系環境整備事業】 うきは市 110 ①

砂防 直轄 筑後川水系赤谷川【特定緊急砂防事業】 朝倉市 1,717 ② 河川－２

道路 直轄 国道３号黒崎バイパス 北九州市 200 ②

道路 直轄 国道３号岡垣バイパス 岡垣町～宗像市 250 ②

道路 直轄 国道３号鳥栖久留米道路 久留米市 650 ②

道路 直轄 国道２０１号八木山バイパス 篠栗町～飯塚市 398 ② 道路－１

道路 直轄 国道２０１号香春拡幅 香春町 200 ②

道路 直轄 国道２０８号有明海沿岸道路（大牟田～大川） 大牟田市 210 ②

道路 直轄 国道２１０号浮羽バイパス 久留米市～うきは市 300 ②

道路 直轄 国道４９７号今宿道路 福岡市～糸島市 562 ②

道路 直轄 福岡３号交通安全対策 岡垣町、宗像市 41 ①、②

道路 直轄 福岡１０号交通安全対策
苅田町、行橋市、築上
町、豊前市、上毛町

51 ①、②

道路 直轄 福岡２０１号交通安全対策 飯塚市、田川市 39 ①、②

道路 直轄 福岡２０２号交通安全対策 福岡市 30 ①

道路 直轄 福岡２０９号交通安全対策
大牟田市、みやま市、
筑後市、久留米市

123 ①

道路 直轄 福岡２１０号交通安全対策 うきは市 20 ①

道路 直轄 福岡３号維持管理 北九州市～八女市 252 ②

道路 直轄 福岡２０２号維持管理 福岡市～糸島市 136 ②

道路 直轄 福岡２０８号維持管理 大牟田市～大川市 136 ②

道路 直轄 福岡２０９号維持管理 大牟田市～久留米市 41 ②

道路 直轄 豪雪対策 7 ①

道路 直轄 福岡３号電線共同溝（春の町地区電線共同溝） 北九州市 270 ②

道路 直轄 福岡３号電線共同溝（吉塚・榎田地区電線共同溝） 福岡市 350 ②

道路 直轄 福岡１０号電線共同溝（霧ヶ丘地区電線共同溝） 北九州市 275 ②

道路 直轄 福岡２０２号電線共同溝（前原地区電線共同溝） 糸島市 200 ②

道路 直轄 福岡２０９号電線共同溝（羽犬塚地区電線共同溝） 筑後市 250 ② 道路－２

福岡県内における主要事業一覧
２）各県における事業一覧

※４※３

※３

※３

※３

※４

※４

※４

9



道路 補助 （主）筑紫野古賀線　須恵工区 須惠町 150 ①

道路 補助 （主）飯塚大野城線　乙金２工区 大野城市、宇美町 10 ①

道路 補助 （主）鳥栖朝倉線　味坂SIC（仮称）工区 小郡市 950 ② 道路－３

道路 補助 道路メンテナンス事業（福岡県内（政令市除く）） 2,352 ②

道路 補助 道路メンテナンス事業（福岡市） 福岡市 60 ②

道路 補助 土砂災害対策道路事業 筑紫野市、添田町 15 ②

道路 補助 福岡市無電柱化推進計画事業 福岡市 386 ②

道路 補助 交通安全対策補助（地区内連携）
糸島市、朝倉市、東峰
村、新宮町

74 ①

港湾 直轄 北九州港響灘東地区国際物流ターミナル整備事業 北九州市 1,800 ① 港空－２

港湾 直轄 北九州港新門司地区複合一貫輸送ターミナル整備事業 北九州市 291 ②

港湾 補助 北九州港響灘東地区廃棄物海面処分場整備事業 北九州市 400 ②

港湾 直轄 苅田港国際物流ターミナル整備事業 京都郡苅田町 1,666 ②

港湾 補助 苅田港予防保全事業 京都郡苅田町 300 ②

公園 直轄 海の中道海浜公園 福岡市 870 ①、② 建政－１

都市 補助 延命公園周辺地区【都市構造再編集中支援事業】 大牟田市 66 ①

下水 補助 東二島北湊主要幹線耐震化事業 北九州市 ② 建政－３

※１　分類
①未来社会を切り拓く「新しい資本主義」の起動
②防災・減災・国土強靱化の推進など安全・安心の確保

※２　社会資本整備総合交付金の内数
※３　各水系における県内の施工市町村
※４　各水系における直轄河川改修事業費の合計
※５　災害関係事業

※２
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区分
直轄・
補助 事業名 市町村名

補正事業費
（百万円）

分類
※１

参考資料
ページ

河川 直轄 筑後川【直轄河川改修事業】 神埼市、鳥栖市 1,106 ②

河川 直轄 嘉瀬川【直轄河川改修事業】 佐賀市、小城市 521 ②

河川 直轄 六角川【直轄河川改修事業】 武雄市 180 ②

河川 直轄 松浦川【直轄河川改修事業】 唐津市 253 ②

河川 直轄 牛津川【河川大規模災害関連事業】 小城市 66 ②

河川 補助 武雄川・広田川・山犬原川【河川激甚災害対策特別緊急事業】 武雄市、多久市 280 ② 河川－３

ダム 直轄 筑後川【城原川ダム建設事業】 神埼市 386 ②

道路 直轄 国道３号鳥栖拡幅 鳥栖市 570 ②

道路 直轄 国道３号鳥栖久留米道路 鳥栖市 185 ②

道路 直轄 国道２０８号大川佐賀道路 佐賀市 965 ② 道路－４

道路 直轄 国道４９７号伊万里道路 伊万里市 296 ②

道路 直轄 国道４９７号伊万里松浦道路 伊万里市 10 ②

道路 直轄 佐賀３号交通安全対策 基山町 25 ①

道路 直轄 佐賀３４号交通安全対策 嬉野市 30 ①

道路 直轄 佐賀２０３号交通安全対策 小城市 20 ①

道路 直轄 佐賀３号維持管理 基山町～鳥栖市 8 ②

道路 直轄 佐賀３４号維持管理 鳥栖市～嬉野市 115 ②

道路 直轄 佐賀２０３号維持管理 唐津市～小城市 106 ② 道路－５

道路 直轄 豪雪対策 6 ①

道路 直轄 佐賀３４号電線共同溝（神辺地区電線共同溝） 鳥栖市 20 ②

道路 直轄 佐賀３４号電線共同溝（開成地区電線共同溝） 佐賀市 190 ②

道路 補助 （主）鳥栖朝倉線　味坂SIC（仮称）工区 鳥栖市 480 ② 道路－３

道路 補助 国道２０８号佐賀道路 佐賀市 1,500 ② 道路－６

道路 補助 （一）東与賀佐賀線　本庄工区 佐賀市 110 ②

道路 補助 国道４４４号佐賀福富道路 佐賀市、白石町 600 ②

道路 補助 （市）天草江北島線　嘉瀬工区 佐賀市 11 ②

道路 補助 （市）川副中央幹線　北川副・川副工区 佐賀市 100 ②

道路 補助 道路メンテナンス事業（佐賀県内） 615 ②

道路 補助 土砂災害対策道路事業
神埼市、嬉野市、鹿島
市 87 ②

道路 補助 佐賀県無電柱化推進計画事業
佐賀市、小城市、唐津
市、有田町 86 ②

港湾 直轄 唐津港予防保全事業 唐津市 650 ② 港空－３

港湾 直轄 伊万里港予防保全事業 伊万里市 100 ②

公園 直轄 国営吉野ヶ里歴史公園
神埼市、
吉野ヶ里町 480 ①、② 建政－２

下水 補助 佐賀地区大規模雨水処理施設整備事業 佐賀市 14 ②

下水 補助 厘外第10汚水幹線他耐震化事業 佐賀市 ② 建政－４

※１　分類
①未来社会を切り拓く「新しい資本主義」の起動
②防災・減災・国土強靱化の推進など安全・安心の確保

※２　社会資本整備総合交付金の内数
※３　各水系における県内の施工市町村
※４　各水系における直轄河川改修事業費の合計
※５　災害関係事業

佐賀県内における主要事業一覧

※４

※４※３

※３

※４

※４

※３

※３

※５

※５

※２
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区分
直轄・
補助 事業名 市町村名

補正事業費
（百万円）

分類
※１

参考資料
ページ

河川 直轄 本明川【直轄河川改修事業】 諫早市 125 ②

河川 直轄 本明川【総合水系環境整備事業】 諫早市 50 ①

ダム 直轄 本明川【本明川ダム建設事業】 諫早市 854 ② 河川－４

道路 直轄 国道３４号大村諫早拡幅 大村市～諫早市 30 ②

道路 直轄 国道５７号森山拡幅 雲仙市～諫早市 650 ②

道路 直轄 国道２０５号針尾バイパス 佐世保市 210 ②

道路 直轄 国道４９７号松浦佐々道路 松浦市～佐々町 2,420 ② 道路－７

道路 直轄 長崎３４号交通安全対策
東彼杵町、大村市、諫
早市、長崎市 10 ①

道路 直轄 長崎５７号交通安全対策
南島原市、雲仙市、諫
早市 9 ①

道路 直轄 長崎３４号維持管理 東彼杵町～長崎市 114 ②

道路 直轄 長崎５７号維持管理 島原市～長崎市 154 ②

道路 直轄 豪雪対策 6 ①

道路 直轄 長崎３５号電線共同溝（大和地区電線共同溝） 佐世保市 30 ②

道路 直轄 長崎５７号電線共同溝（雲仙地区（２）電線共同溝） 雲仙市 150 ②

道路 補助 （一） 奥ノ平時津線　時津工区 時津町 1,000 ②

道路 補助 国道２５１号出平有明バイパス 島原市 1,300 ②

道路 補助 国道２５１号瑞穂吾妻バイパス 雲仙市 400 ②

道路 補助 国道２５１号有明瑞穂バイパス 島原市、雲仙市 200 ②

道路 補助 （主）長崎南環状線　新戸町～江川町工区 長崎市 790 ① 道路－８

道路 補助 道路メンテナンス事業（長崎県内） 964 ② 道路－９

道路 補助 土砂災害対策道路事業

佐世保市、西海市、平
戸市、雲仙市、南島原
市、五島市、壱岐市、
新上五島町

279 ②

道路 補助 長崎県無電柱化推進計画事業
長崎市、大村市、佐世
保市、諫早市、対馬市 618 ②

港湾 直轄 佐世保港予防保全事業 佐世保市 410 ②

港湾 直轄 長崎港予防保全事業 長崎市 400 ②

港湾 直轄 厳原港予防保全事業 対馬市 400 ② 港空－４

都市 補助 高田南地区【土地区画整理事業】 長与町 ① 建政－５

公園 補助 大村市総合運動公園【都市公園事業】 大村市 ①

※１　分類
①未来社会を切り拓く「新しい資本主義」の起動
②防災・減災・国土強靱化の推進など安全・安心の確保

※２　社会資本整備総合交付金の内数
※３　各水系における県内の施工市町村
※４　各水系における直轄河川改修事業費の合計
※５　災害関係事業

長崎県内における主要事業一覧

※４※３

※２

※２
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区分
直轄・
補助

事業名 市町村名
補正事業費
（百万円）

分類
※１

参考資料
ページ

河川 直轄 球磨川【直轄河川改修事業】 八代市 130 ②

河川 直轄 緑川【直轄河川改修事業】
熊本市、宇土市、甲
佐町

1,390 ②

河川 直轄 白川【直轄河川改修事業】 熊本市 850 ②

河川 直轄 菊池川【直轄河川改修事業】
熊本市、玉名市、山
鹿市、菊池市

930 ②

河川 直轄 筑後川【直轄河川改修事業】 小国町 1,106 ②

河川 直轄 白川【総合水系環境整備事業】 熊本市 20 ①

河川 直轄 菊池川【総合水系環境整備事業】 菊池市 20 ①

河川 直轄 球磨川【河川大規模災害関連事業】
八代市、葦北郡芦北
町、球磨郡球磨村、人
吉市

9,888 ② 河川－５

砂防 直轄 球磨川水系(川辺川)直轄砂防事業 五木村、相良村 415 ②

砂防 直轄 阿蘇山直轄砂防事業 阿蘇市、南阿蘇村 900 ②

道路 直轄 九州横断自動車道延岡線（嘉島JCT～矢部） 御船町～山都町 2,787 ② 道路－１０

道路 直轄 国道３号植木バイパス 熊本市 786 ① 道路－１１

道路 直轄 国道３号熊本北バイパス 熊本市、合志市 70 ① 道路－１１

道路 直轄 国道３号芦北出水道路 芦北町～水俣市 411 ②

道路 直轄 国道５７号竹田阿蘇道路 阿蘇市 190 ②

道路 直轄 国道５７号滝室坂道路 阿蘇市 2,606 ②

道路 直轄 国道５７号大津熊本道路（合志～熊本） 合志市～熊本市 20 ②

道路 直轄 国道５７号宇土道路 宇土市 960 ②

道路 直轄 国道５７号宇土三角道路 宇土市～宇城市 50 ②

道路 直轄 国道２０８号有明海沿岸道路（大牟田～大川） 荒尾市 210 ②

道路 直轄 国道２１８号蘇陽五ヶ瀬道路 山都町 50 ②

道路 直轄 熊本３号交通安全対策
山鹿市、熊本市、宇
城市、芦北町、津奈
木町、水俣市

182 ①、②

道路 直轄 熊本５７号交通安全対策 阿蘇市、宇土市 7 ①

道路 直轄 熊本２０８号交通安全対策 熊本市、玉東町 44 ①

道路 直轄 熊本３号維持管理 山鹿市～水俣市 71 ②

道路 直轄 熊本５７号維持管理 阿蘇市～宇城市 19 ②

道路 直轄 熊本２０８号維持管理 熊本市～荒尾市 51 ②

道路 直轄 カーボンニュートラル・豪雪対策 31 ①

道路 直轄 熊本３号電線共同溝（南高江地区電線共同溝） 熊本市 250 ②

道路 補助 国道３２４号本渡道路 天草市 784 ② 道路－１２

道路 補助 （一）砂原四方寄線　池上工区 熊本市 100 ②

道路 補助 道路メンテナンス事業（熊本県内（政令市除く）） 1,658 ②

道路 補助 道路メンテナンス事業（熊本市） 熊本市 90 ②

道路 補助 土砂災害対策道路事業
山鹿市、八代市、益
城町、甲佐町、美里
町、御船町、五木村

250 ②

道路 補助 熊本県無電柱化推進計画事業
山鹿市、合志市、高
森町

540 ②

道路 補助 熊本市無電柱化推進計画事業 熊本市 37 ②

港湾 補助 熊本港夢咲島地区廃棄物海面処分場整備事業 熊本市 1,060 ②

熊本県内における主要事業一覧

※４
※３

※３ ※４

※４

※４

※４

※３

※３

※３

※５
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港湾 直轄 八代港外港地区国際物流ターミナル改良事業 八代市 1,700 ② 港空－５

港湾 直轄 本渡瀬戸航路保全事業 天草市 180 ②

公園 補助 菊陽杉並木公園【都市公園事業】 菊陽町 ② 建政－６

下水 補助 中部浄化センター汚泥脱水機設備改築 熊本市 ①

※１　分類
①未来社会を切り拓く「新しい資本主義」の起動
②防災・減災・国土強靱化の推進など安全・安心の確保

※２　社会資本整備総合交付金の内数
※３　各水系における県内の施工市町村
※４　各水系における直轄河川改修事業費の合計
※５　災害関係事業

※２

※２
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区分
直轄・
補助

事業名 市町村名
補正事業費
（百万円）

分類
※１

参考資料
ページ

河川 直轄 山国川【直轄河川改修事業】 中津市 385 ②

河川 直轄 大分川【直轄河川改修事業】 大分市 635 ②

河川 直轄 大野川【直轄河川改修事業】 大分市 655 ②

河川 直轄 番匠川【直轄河川改修事業】 佐伯市 565 ②

ダム 補助 大野川水系玉来川【竹田水害緊急治水ダム建設事業（玉来ダム）】 竹田市 450 ② 河川－６

道路 直轄 国道１０号高江拡幅 大分市 25 ②

道路 直轄 国道５７号竹田阿蘇道路 竹田市 345 ②

道路 直轄 国道２１０号川下改良 日田市 10 ②

道路 直轄 国道２１０号横瀬拡幅 大分市 10 ②

道路 直轄 国道２１２号三光本耶馬渓道路 中津市 1,978 ② 道路－１３

道路 直轄 大分１０号交通安全対策
中津市、宇佐市、杵
築市、日出町、別府
市、大分市、臼杵市

102 ①

道路 直轄 大分５７号交通安全対策 豊後大野市、竹田市 2 ①

道路 直轄 大分２１０号交通安全対策
日田市、玖珠町、九
重町、由布市、大分
市

100 ①、②

道路 直轄 大分１０号維持管理 中津市～佐伯市 144 ②

道路 直轄 大分５７号維持管理 竹田市～大分市 110 ②

道路 直轄 大分東九州自動車道維持管理 佐伯市 16 ② 道路－１４

道路 直轄 カーボンニュートラル・豪雪対策 28 ①

道路 直轄 大分１０号電線共同溝（鴛野地区電線共同溝） 大分市 15 ②

道路 直轄 大分２１０号電線共同溝（光吉地区電線共同溝） 大分市 15 ②

道路 補助 国道２１２号日田拡幅 日田市 100 ②

道路 補助 国道２１２号日田山国道路 中津市、日田市 700 ② 道路－１５

道路 補助 国道２１２号耶馬溪山国道路 中津市 134 ②

道路 補助 道路メンテナンス事業（大分県内） 2,498 ②

道路 補助 大分県無電柱化推進計画事業 別府市 265 ②

港湾 直轄 中津港田尻地区航路整備事業 中津市 300 ②

港湾 直轄 別府港予防保全事業 別府市 30 ①

港湾 直轄 別府港石垣地区旅客対応ターミナル整備事業 別府市 796 ②

港湾 直轄 大分港大在西地区複合一貫輸送ターミナル整備事業 大分市 1,366 ② 港空－６

港湾 直轄 佐伯港予防保全事業 佐伯市 1,077 ②

海岸 直轄 大分港海岸直轄海岸保全施設整備事業 大分市 1,140 ② 港空－７

都市 補助 細地区【都市構造再編集中支援事業】 大分市 22 ①

都市 補助 (都)銭渕大宮線 ほか１線【街路事業】 日田市 ① 建政－７

住宅 補助 荏隈・永興地区【地域居住機能再生推進事業】 大分市 133 ②

※１　分類
①未来社会を切り拓く「新しい資本主義」の起動
②防災・減災・国土強靱化の推進など安全・安心の確保

※２　社会資本整備総合交付金の内数
※３　各水系における県内の施工市町村
※４　各水系における直轄河川改修事業費の合計
※５　災害関係事業

大分県内における主要事業一覧

※４※３

※４※３

※４

※４

※３

※３

※共同費

※２
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区分
直轄・
補助 事業名 市町村名

補正事業費
（百万円）

分類
※１

参考資料
ページ

河川 直轄 五ヶ瀬川【直轄河川改修事業】 延岡市 540 ②

河川 直轄 小丸川【直轄河川改修事業】 木城町 135 ②

河川 直轄 大淀川【直轄河川改修事業】 宮崎市 760 ②

河川 直轄 川内川【直轄河川改修事業】 えびの市 1,630 ②

砂防 直轄 大淀川水系直轄砂防事業 小林市、高原町 200 ②

海岸 直轄 宮崎海岸直轄海岸保全施設整備事業 宮崎市 90 ② 河川－７

道路 直轄 国道１０号都城道路（Ⅱ期） 都城市 1,250 ② 道路－１６

道路 直轄 国道２１８号蘇陽五ヶ瀬道路 五ヶ瀬町 94 ②

道路 直轄 国道２１８号五ヶ瀬高千穂道路 五ヶ瀬町～高千穂町 529 ②

道路 直轄 国道２１８号高千穂雲海橋道路
高千穂町～日之影
町 50 ②

道路 直轄 国道２２０号日南・志布志道路 日南市 1,498 ① 道路－１７

道路 直轄 国道２２０号油津・夏井道路 日南市、串間市 560 ①

道路 直轄 国道２２０号日南防災（南区間・宮浦～鵜戸） 日南市 120 ②

道路 直轄 宮崎１０号交通安全対策 延岡市 50 ①

道路 直轄 宮崎２２０号交通安全対策 日南市、串間市 10 ①

道路 直轄 宮崎２１８号北方延岡道路交通安全対策 延岡市 4 ①

道路 直轄 宮崎１０号維持管理 延岡市～都城市 120 ②

道路 直轄 カーボンニュートラル・豪雪対策 76 ①

道路 直轄 宮崎１０号電線共同溝（吉尾地区電線共同溝） 都城市 115 ②

道路 直轄 宮崎１０号電線共同溝（甲斐元地区電線共同溝） 都城市 160 ② 道路－１８

道路 補助 国道４４７号真幸・青木バイパス えびの市 690 ②

道路 補助 （一）学園木花台本郷北方線　山下工区 宮崎市 90 ①

道路 補助 道路メンテナンス事業（宮崎県内） 1,922 ②

港湾 補助 細島港白浜地区国際物流ターミナル整備事業 日向市 100 ① 港空－８

港湾 直轄 宮崎港東地区防波堤（改良）整備事業 宮崎市 850 ②

港湾 補助 油津港東地区国際物流ターミナル整備事業 日南市 100 ②

都市 補助 山之口地区【都市構造再編集中支援事業】 都城市 12 ①

住宅 補助 延岡一ヶ岡 地区【地域居住機能再生推進事業】 延岡市 209 ② 建政－８

※１　分類
①未来社会を切り拓く「新しい資本主義」の起動
②防災・減災・国土強靱化の推進など安全・安心の確保

※２　社会資本整備総合交付金の内数
※３　各水系における県内の施工市町村
※４　各水系における直轄河川改修事業費の合計
※５　災害関係事業

宮崎県内における主要事業一覧

※４※３

※４※３

※４

※４※３

※３
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区分
直轄・
補助 事業名 市町村名

補正事業費
（百万円）

分類
※１

参考資料
ページ

河川 直轄 肝属川【直轄河川改修事業】 鹿屋市、東串良町 450 ②

河川 直轄 川内川【直轄河川改修事業】
薩摩川内市、伊佐市、湧
水町 1,630 ② 河川－８

ダム 直轄 川内川【総合水系環境整備事業】 伊佐市 53 ①

砂防 直轄 桜島直轄砂防事業 鹿児島市 540 ②

道路 直轄 国道３号芦北出水道路 出水市 120 ②

道路 直轄 国道３号阿久根川内道路 阿久根市～薩摩川内市 1,630 ② 道路－１９

道路 直轄 国道３号鹿児島東西道路 鹿児島市 250 ②

道路 直轄 国道１０号白浜拡幅 姶良市～鹿児島市 540 ②

道路 直轄 国道１０号鹿児島北バイパス 鹿児島市 200 ①

道路 直轄 国道２２０号日南・志布志道路 志布志市 630 ① 道路－１７

道路 直轄 国道２２０号油津・夏井道路 志布志市 75 ①

道路 直轄 国道２２０号古江バイパス 鹿屋市～垂水市 602 ②

道路 直轄 国道２２０号牛根境防災 垂水市～霧島市 50 ②

道路 直轄 国道２２０号亀割峠防災 霧島市 50 ②

道路 直轄 鹿児島３号交通安全対策
阿久根市、薩摩川内市、
いちき串木野市、鹿児島
市

41 ①

道路 直轄 鹿児島１０号交通安全対策 曽於市、霧島市、姶良市 130 ①

道路 直轄 鹿児島２２０号交通安全対策
志布志市、大崎町、鹿屋
市、垂水市 121 ①、② 道路－２０

道路 直轄 鹿児島２２５号交通安全対策 南九州市、鹿児島市 220 ①

道路 直轄 鹿児島３号維持管理 出水市～鹿児島市 290 ② 道路－２１

道路 直轄 鹿児島１０号維持管理 曽於市～鹿児島市 9 ②

道路 直轄 鹿児島２２０号維持管理 志布志市～霧島市 108 ②

道路 直轄 鹿児島２２５号維持管理 枕崎市～鹿児島市 7 ②

道路 直轄 鹿児島２２６号維持管理 指宿市～鹿児島市 7 ②

道路 直轄 豪雪対策 7 ①

道路 直轄 鹿児島３号電線共同溝（上川内地区電線共同溝） 薩摩川内市 10 ②

道路 直轄 鹿児島３号電線共同溝（伊敷脇田地区電線共同溝） 鹿児島市 10 ②

道路 直轄 鹿児島２２５号電線共同溝（宇宿地区電線共同溝） 鹿児島市 10 ②

道路 直轄 鹿児島２２５号電線共同溝（新栄地区電線共同溝） 鹿児島市 210 ②

道路 補助 （主）志布志福山線　志布志道路 志布志市 200 ②

道路 補助 国道５０４号広瀬道路 さつま町 300 ②

道路 補助 道路メンテナンス事業（鹿児島県内） 1,595 ②

道路 補助 土砂災害対策道路事業 霧島市、南大隅町 110 ②

道路 補助 鹿児島県無電柱化推進計画事業 和泊町 30 ②

港湾 直轄 川内港唐浜地区国際物流ターミナル整備事業 薩摩川内市 170 ② 港空－９

港湾 直轄 鹿児島港予防保全事業 鹿児島市 200 ②

港湾 直轄 鹿児島港臨港道路整備事業（鴨池中央港区線） 鹿児島市 400 ② 港空－１０

港湾 直轄 志布志港ふ頭再編改良事業 志布志市 1,700 ② 港空－１１

鹿児島県内における主要事業一覧

※４
※３

※４※３
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海岸 直轄 指宿港海岸直轄海岸保全施設整備事業 指宿市 1,140 ② 港空－１２

公園 補助 出水市総合運動公園【都市公園事業】 出水市 ②

住宅 補助 牧之内団地【公営住宅等整備事業】 南九州市 ② 建政－９

※１　分類
①未来社会を切り拓く「新しい資本主義」の起動
②防災・減災・国土強靱化の推進など安全・安心の確保

※２　社会資本整備総合交付金の内数
※３　各水系における県内の施工市町村
※４　各水系における直轄河川改修事業費の合計
※５　災害関係事業

※２

※２
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区分
直轄・
補助

事業名 市町村名
補正事業費
（百万円）

分類
※１

参考資料
ページ

港湾 直轄 下関港新港地区国際物流ターミナル整備事業 下関市 40 ①

港湾 補助 下関港長府地区国際物流ターミナル整備事業 下関市 100 ①

海岸 直轄 下関港海岸直轄海岸保全施設整備事業 下関市 1,074 ② 港空－１ 

※１　分類
①未来社会を切り拓く「新しい資本主義」の起動
②防災・減災・国土強靱化の推進など安全・安心の確保

※２　社会資本整備総合交付金の内数
※３　各水系における県内の施工市町村
※４　各水系における直轄河川改修事業費の合計
※５　災害関係事業

山口県（下関市）における主要事業一覧
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