
国九整企画第１５８号

令和５年２月１ ７日

大分県知事 広瀬 勝貞 殿

国土交通省 九州地方整備局長

藤巻 浩之

（公印省略）

直轄事業の事業計画について（通知）

平素から国土交通省直轄事業の推進にあたり、御高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当局における令和５年度政府予算案に関する地方負担を求める事業計画のうち、

大分県関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。



令和５年度 大分県における事業計画（Ｒ５．２）（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 2,494,000 648,440

（一般河川改修事業）

山国川
直轄管理区間 L=29.0km
(他県分含む)

211 252,000 65,520 相原地区：築堤L=65m　等 相原地区：樋管補修（令和6年度完成予定）　等 0.4～4.2

大分川 直轄管理区間 L=26.8km 224 610,000 158,600
小野鶴地区：河道掘削V=42千m3、護岸A=3.4千m2、用地取得
A=0.4ha　等

小野鶴地区：河道掘削、護岸（令和9年度以降完成予定）　等 -～7.4

大野川 直轄管理区間 L=32.3km 155 315,000 81,900
大津留地区：河床低下対策（矢板工）L=120m、河床低下対策（河床
埋戻工）L=470m　　等

大津留地区：河道掘削、盛土・捨石（令和9年度以降完成予定）　等 -～3.0

番匠川 直轄管理区間 L=33.8km 156 220,000 57,200 蛇崎地区：堤防整備（耐震対策）L=46m　　等 蛇崎地区：堤防整備（耐震対策）（令和9年度以降完成予定）　等 0.1～2.7

筑後川
直轄管理区間 L=175.8km
(他県分含む)

808＊ 1,097,000 285,220
丸山地区：用地取得A=0.6ha
石井地区：築堤L=100m　　等

石井地区：築堤：管理橋整備（令和5年度完成予定）　等 0.01～9.9

（目）河川工作物関連応急対策事業費 排水機場増強1式 117,500 30,550

大分川
直轄管理区間 L=26.8km
樋門樋管等改善

- 34,000 8,840 八幡田排水樋管設備機能改善　等 - -

大野川
直轄管理区間 L=32.3km
樋門樋管等改善

- 19,000 4,940 森第二樋管設備機能改善 - -

番匠川
直轄管理区間  L=33.8km
樋門樋管等改善

- 64,500 16,770
提内排水機場設備機能改善
脇排水機場設備機能改善　等

- -

（項）都市水環境整備事業費

（目）総合水系環境整備事業費 0 0

山国川水系
直轄管理区間　L=29.0km
（水辺整備）

山国川水系
6.7 - - - 山国川下流地区：管理用通路　等（令和9年度以降完成予定） -　～　0.6

2,611,500 678,990

（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

＊：一般河川改修の全体事業費は、同水系の流域治水整備事業の予算額を含んでいます。

令和4年度当初予算（千円）
令和4年度事業内容 令和5年度事業内容

令和5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）









【港湾整備事業】

令和4年度 令和5年度予定 令和5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）

別府港
別府港石垣地区旅客対応ター
ミナル整備事業

99 54 21 防波堤 防波堤 - ～ 2億円程度
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

別府港 別府港予防保全事業 36 60 23 航路(-8m)、防波堤(改良) 防波堤(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

大分港
大分港大在西地区複合一貫輸
送ターミナル整備事業

156 144 56
岸壁(-9m)、泊地(-9m)、
中防波堤

岸壁(-9m)、泊地(-9m)、
中防波堤

- ～ 3億円程度
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

佐伯港 佐伯港予防保全事業 96 1,140 507 岸壁(-10m)(改良) 岸壁(-10m)(改良) - ～ 3億円程度
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

大分港海岸
大分港海岸直轄海岸保全施設
整備事業

300 1,152 300 護岸（改良）、胸壁、陸閘 護岸（改良）、胸壁 4 ～ 12億円程度
令和10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

(注)令和5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。

令和5年度　大分県における事業計画通知（R5年2月）

港名 プロジェクト名
全体事業費

（億円）

令和4年度当初
（百万円）

備考



令和５年度　大分県における事業計画（R5.2）（空港関係）

負担基本額 負担額

大分空港 空港整備事業 － － 1,020 265
耐震対策
滑走路改良等

浸水対策
滑走路端安全区域整備等

- ～ 17.3 億円程度 九州地方整備局

（注）R5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 1,020 265

箇所名等 事業規模
全体事業費
（億円）

令和４年度事業内容 令和５年度予定事業内容（注） 備考

令和４年度当初
（百万円）

令和５年度

事業進捗見込み
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