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１．令和４年度予算の概要について

Ⅰ 令和４年度予算の基本方針

【九州の現状と課題】

・ 平成２９年７月九州北部豪雨、令和元年８月豪雨、令和２年７月豪雨等に
より、甚大な被害が発生した地域において、引き続き総力を挙げて『復旧・
復興』に取り組んでいく必要があります。

・ 九州は火山の噴火や梅雨前線・台風上陸に伴う豪雨、また今後発生が予想され
ている南海トラフ巨大地震など多様な災害リスクを抱えています。将来に向け更
なる発展のためには、防災・減災対策、高度成長期以降に整備されたインフラの
老朽化対策が喫緊の課題となっています。

・ あわせて、頻発・激甚化する自然災害に対応するため、「防災・減災、国土強
靭化のための５か年加速化対策」を計画的に実施していく必要があります。

・ 持続的な経済成長を確保するとともに、暮らしやすい地域社会を実現すること
が求められています。

【令和４年度予算について】

・ 令和４年度九州地方整備局関係予算については、「令和２年７月豪雨等からの復
旧・復興」、「国民の安全・安心の確保」、「社会経済活動の確実な回復と経済好循環の
加速・拡大」、「豊かで活力ある地域づくり」に重点をおき、施策効果の早期発現を図り
ます。

・ 令和２年７月豪雨等による被災地の復旧・復興に総力を挙げ、基幹インフラの
整備等、引き続き着実に事業を推進します。また、多様な災害リスクに対し、安
全・安心な社会の実現を目指すために、インフラの老朽化対策をはじめ「防災・
減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」を計画的に推進します。

・ 生産性の向上や民間投資の誘発等のストック効果が高い社会資本整備の戦略的
な推進やグリーン化施策等による経済好循環、コンパクトシティの推進等による
誰もが安心して暮らせる生活環境の整備などに取り組みます。

【公共事業の効率的・円滑な実施】

・ 公共事業の効率的・円滑な実施を図るため、適正価格での契約、地域企業の活用
に配慮した適切な規模での発注等に取り組みます。

・ 併せて、新・担い手３法も踏まえ、中長期的な担い手の確保・育成等に向けて、国庫
債務負担行為の活用等による施工時期等の平準化、適正価格での契約、新技術導入
やICT等の活用によるi-Constructionの推進、適正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みます。



Ⅱ 各事業の実施方針

【河川関係事業】
・ 気候変動による水災害の頻発化・激甚化に対応するため、あらゆる関係者が協働

して取り組む「流域治水」の推進に向けて、「流域治水プロジェクト」に基づき、堤
防整備、ダム建設などのハード対策や水害リスク情報の充実などのソフト対策が一
体となった事前防災対策を加速します。

・ 再度災害の防止に向けて、令和元年８月豪雨や令和２年７月豪雨にて河川からの
氾濫等により激甚な被害が発生した六角川、球磨川において、「緊急治水対策プロジ
ェクト」を推進するとともに、令和３年度に大規模な内水被害が発生した六角川、
筑後川、川内川において関係機関と連携して対策を推進します。

・ 持続可能なインフラメンテナンスサイクルの実現に向けて、長寿命化計画に基づ
く定期点検等により確認された修繕・更新が必要な施設への対策を加速するととも
に、新技術の積極的な活用等を行います。

・ 流域治水プロジェクトに位置づけられた治水対策と合わせ、生物多様性の保全や
健全な水循環の確保に資するよう、河川を基軸とした生態系ネットワークの形成、
かわまちづくりによる魅力ある水辺空間の創出等、グリーンインフラの取組を推進
します。

・ 補助事業においても、ハードソフト一体の事前防災対策の加速やインフラ老朽化
対策を計画的・集中的に実施するため、事業制度により地方自治体の取組を支援し
ます。

【道路関係事業】
・ 直轄事業については、近年の災害の激甚化・頻発化を踏まえた、強靱で信頼性の

高い国土幹線道路ネットワークの構築や平常時・災害時を問わない安全・円滑な人
流・物流を支える道路ネットワークの構築を推進するため、大きなストック効果の
発現が見込まれる道路整備に重点投資するなど、計画的な事業実施に必要な額を配
分します。

・ また、全ての人が安全・安心で快適に生活できる社会の実現に向けて、交通安全
対策や無電柱化の推進などの局所的な対策についても計画的な事業実施に必要な額
を配分します。

・ 道路の維持修繕については、道路を常時良好な状態に保つため、巡回、清掃、
除草、除雪等の維持作業や、定期点検及びその結果に基づく橋梁、トンネル等の
計画的な修繕、緊急輸送道路の防災・震災対策を実施します。

・ 補助事業については、高規格道路、ＩＣ等アクセス道路等に関する予算を計上し
ています。

・ 令和４年度より以下の個別補助制度を創設・拡充・見直し、配分します。
・交通安全対策補助制度（通学路緊急対策）の創設
・交通安全対策補助制度（地区内連携）の見直し
・道路メンテナンス事業補助制度における橋梁の単純撤去支援の拡充
・無電柱化推進計画事業補助制度に係る国庫債務負担行為の拡充



【港湾空港関係事業】
・ 港湾におけるカーボンニュートラル実現に向けた取り組みを進めるとともに、気
候変動の影響により激甚化・頻発化する風水害や切迫する大規模地震等に屈しない
強靱な国土づくりに資する防災・減災対策を推進し、豊かで活力ある地域づくりに
資する地域の基幹産業の競争力強化のための整備等を推進します。

・ 直轄事業については、宮崎県県北地域の化学関連、木材関連産業等の生産増強に
伴うＲＯＲＯ貨物需要の増大やトラックドライバー不足等に対応する海上輸送力強
化のため、細島港において複合一貫輸送ターミナルの整備に着手します。

・ 洋上風力発電促進のため、海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾（基地港
湾）に指定されている北九州港の整備を引き続き推進します。

また、港湾におけるカーボンニュートラルの実現のため、国際拠点港湾及び重要
港湾の６港において、カーボンニュートラルポート（ＣＮＰ）形成計画の策定を新
たに支援します。

・ 切迫性の高い「南海トラフ地震・津波」や頻発する台風等に備えるため、下関港
海岸、大分港海岸、指宿港海岸において、海岸保全施設の整備を促進します。また、
福岡空港、大分空港、宮崎空港において、滑走路等の耐震対策を進めます。

・ 地方公共団体等が管理する港湾施設、海岸保全施設の集中的・計画的な老朽化対
策を支援し、予防保全型維持管理への本格転換を推進します。

・ 地方空港等のゲートウェイ機能の強化として、福岡空港の滑走路増設事業を実施
することにより、滑走路の処理能力を抜本的に向上させ、今後の航空需要の回復及
び増加に対応するための受入環境整備を推進します。

・ 補助事業については、災害対応力強化及び地域経済への効果の大きい事業につい
て予算を計上しています。また、社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金を活
用し、地方の裁量による港湾整備の実施など、事業の総合的な支援を図ります。

【都市・住宅整備関係事業】
・「令和２年７月豪雨からの復旧・復興」について、宅地の復旧や被災市街地の復興等

を支援するとともに、「熊本地震からの復旧・復興」についても引き続き支援します。

・『国民の安全・安心の確保』について、防災・減災を主流化したコンパクトシティ、
事前防災による安全な市街地の形成などを推進します。
「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」の推進や危険な盛土による
災害の防止、土地区画整理事業による復興まちづくり、市街地開発事業等における
無電柱化、密集市街地対策や住宅・建築物の耐震化、災害発生時の帰宅困難者受入
施設の整備、都市公園等の防災拠点機能の強化、「流域治水」の考え方も踏まえた下
水道の総合的な浸水対策等を支援し、防災・減災の取り組みを進めます。

また、防災上危険な空き家等の除却や利活用の取り組み、老朽化した公営住宅の
建替え等を支援し、高齢化社会対応住宅の普及を促進します。

・『社会経済活動の確実な回復と経済好循環の加速・拡大』について、産業の競争力強
化等に資する社会資本の重点整備、まちづくりのグリーン化等を支援し、脱炭素化
に向けた取り組みを進めます。

・『豊かで活力ある地域づくり』については、官民連携によるまちなかにおける「居心
地が良く歩きたくなる」空間（ウォーカブル空間）の形成や新技術や官民データを



活用し、地域が抱える課題の解決や新たな価値の創出を図る「スマートシティ」の
社会実装を加速するため、モデルプロジェクトを支援します。

また、多様な世帯が安心して暮らすことができる住宅セーフティネット機能の強
化に向けた支援を進めます。

・国営公園において、地域活性化等の一層の推進や増大したオープンスペースの需要
への対応を図るため、魅力的な自然環境や我が国固有の優れた歴史文化資産等を活
かした整備・活用を推進します。

また、温室効果ガスの削減を図るため、再生可能エネルギーの更なる導入を進め
ます。

【営繕関係事業】
・地域と連携した防災拠点等となる官庁施設として、名瀬第２地方合同庁舎の整備に

着手します。また、鹿児島第３地方合同庁舎の整備を継続して行います。

・インフラ老朽化に対応する戦略的な維持管理・更新を推進するために、八代港湾合
同庁舎（長寿命化改修）、壱岐地方合同庁舎（長寿命化改修）、都城地方合同庁舎（外
壁・外構改修）、鹿児島地方合同庁舎（外壁・外構改修）及び喜入港湾合同庁舎（自
家発電設備改修）に着手します。



Ⅲ　令和４年度予算

（A） （B） （A／B）

本省配分 2,109 2,125 0.99

一括配分 829 818 1.01

九州地整計 2,938 2,943 1.00

全    国 25,120 25,005 1.00

本省配分 5,412 5,511 0.98

一括配分 177 110 1.61

九州地整計 5,589 5,621 0.99

全    国 50,202 51,788 0.97

本省配分 7,521 7,636 0.98

一括配分 1,006 928 1.08

九州地整計 8,527 8,564 1.00

全    国 75,322 76,793 0.98

注）ゼロ国債は除いている。
注）補助事業等には、「社会資本整備総合交付金」及び「防災・安全交付金」等の額を含む。

当　　初　　予　　算　　の　　比　　較

注）本表は、ゼロ国債は除いている。
注）補助事業等には、「社会資本整備総合交付金」及び「防災・安全交付金」等の額を含む。
注）本表は、工事諸費等を除いている。
注）端数処理の結果、合計と一致しないことがある。

令和４年度 令和３年度
対前年度
倍　　率

合
　
計

補
助
事
業
等

区　　　　分

直
轄
事
業

（事業費ベース、単位：億円）

令和４年度 九州地方整備局管内 当初予算総事業費

うち一括配分
直轄事業 ２，９３８億円［前年度比 １．００］（ ８２９億円 ）
補助事業等 ５，５８９億円［前年度比 ０．９９］（ １７７億円 ）

計 ８，５２７億円［前年度比 １．００］（ １，００６億円 ）



1-1）．総事業費（ゼロ国債は除いている） （単位：百万円）

（A） （B） （A／B）

293,814 294,317 1.00

558,931 562,057 0.99

852,745 856,374 1.00

1-2）．直轄事業（ゼロ国債は除いている） （単位：百万円）

（A） （B） （A／B）

83,588 80,410 1.04

3,517 3,535 0.99

160,124 159,131 1.01

27,234 24,673 1.10

12,356 20,467 0.60

1,733 940 1.84

1,979 2,616 0.76

290,531 291,772 1.00

3,283 2,544 1.29

293,814 294,317 1.00

  注） 本表は、ゼロ国債は除いている。
  注） 補助事業等には、「社会資本整備総合交付金」及び「防災・安全交付金」等の額を含む。
  注） 本表は、 工事諸費等を除いている。

  注） 端数整理の結果、合計と一致しないことがある。

対前年度
倍　　率

対前年度
倍　　率

令和４年度

令和３年度

令和３年度

港　　　　　　湾

合　　　　　　計

令和４年度

都　市　水　環　境

国　営　公　園　等

事　　　　　項

海　　　　　　岸

Ⅳ　令和４年度予算の詳細（事業費）

事　　　　　項

営   繕   関   係 

一般公共事業費計

治       　 　 水

直轄事業

補助事業等

合　　　　　　計

空　　　　　　港

道　　　　　　路



1-3）．補助事業等（総括表）

（単位：百万円）

山口県

（下関市）

4,607 3,399 3,425 3,721 4,980 3,231 2,666 0 26,029

727 394 412 903 91 539 438 0 3,504

24,585 10,665 13,550 16,575 21,164 12,731 17,522 0 116,793

1,680 48 670 222 908 910 2,058 198 6,694

0 0 0 0 0 0 0 0 0

4,866 650 72 2,241 1,327 65 2,515 0 11,736

10,844 105 1,328 709 1,662 214 1,276 0 16,138

3,561 862 52 690 980 439 83 0 6,667

242 0 200 0 0 0 10 0 451

51,111 16,124 19,709 25,061 31,112 18,129 26,568 198 188,012

70,735 9,663 17,568 23,518 12,415 11,488 19,849 0 165,236

65,580 13,150 24,976 33,858 19,895 23,889 23,452 721 205,521

5 0 0 50 57 0 51 0 162

187,430 38,937 62,252 82,487 63,479 53,507 69,920 919 558,931

合計（補助、交付金） 187,430 38,937 62,252 82,487 63,479 53,507 69,920 919 558,931

6,171 1,476 237 2,904 2,104 989 3,866 0 17,748

  注） 本表は、ゼロ国債は除いている。
  注） 本表は、 工事諸費等を除いている。

  注） 端数整理の結果、合計と一致しないことがある。

公    園

小    計

社会資本総合交付金

合　　　計

うち一括配分

防災・安全交付金

推進費等

道　　路

港    湾

住宅対策

市街地整備

空    港

下 水 道

大分県 宮崎県 鹿児島県 合　　計

治    水

海    岸

事　　　項 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県



2-1）．総事業費（令和４年度当初予算のゼロ国債） （単位：百万円）

2-2）．直轄事業（令和４年度当初予算のゼロ国債） （単位：百万円）

注） 補助事業等には、「社会資本整備総合交付金」及び「防災・安全交付金」等の額を含む
注） 端数整理の結果、合計と一致しないことがある。
注） 工事諸費等を除いている。

注） 端数整理の結果、合計と一致しないことがある。

合　　　　　　計 40,473 8,714 2.01

営   繕   関   係 0 0 -

一般公共事業費計 40,473 8,714 2.01

国　営　公　園　等 0 0 -

都　市　水　環　境 60 60

空　　　　　　港 0 0 -

-

港　　　　　　湾 500 0

道　　　　　　路 32,173 1,198 3.28

0.63

海　　　　　　岸 0 0

治       　 　 水 7,740 7,456 0.81

-

事　　　　　項

令和４年度　当初予算
（ゼロ国債） 前年度比

うち一括配分

合　　　　　　計 44,573 8,714 2.18

直轄事業 40,473 8,714 2.01

補助事業等 4,100 0 13.67

事　　　　　項

令和４年度　当初予算
（ゼロ国債） 前年度比

うち一括配分



2-3）．補助事業等（総括表　ゼロ国債）

　　　合　　計

（補助、交付金）

  注） 端数整理の結果、合計と一致しないことがある。
  注） 工事諸費等を除いている。

  注） 端数整理の結果、合計と一致しないことがある。

推進費等 0 0 0 0 0

防災・安全交付金 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 00

0 0

30 4,100

うち一括配分 0 0 0 0 0 0 0

1,600 30 4,100

1,600

0 0

1,800 570 0 100 0 0

0 0 0

合　　　計　　 1,800 570 0 100

0 0

0 0 1,600 30 4,100

社会資本総合整備 0 0 0 0

0 0 0 0 0

小    計 1,800 570 0 100

0 0 0 0 0

公    園 0 0 0 0

下 水 道 0 0 0 0

0市街地整備 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0 0 30 1,630

空    港

住宅対策 0 0 0 0

0 1,600 0 2,470

港    湾 1,600 0 0 0 0

治    水 0

0 0

道　　路 200 570 0 100 0

0 0

0 0

海    岸 0 0 0 0 0

鹿児島県
山口県

0 00 0 0 0

（単位：百万円）

事　　　　　項 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 合　　計
（下関市）



Ⅴｰ1．令和４年度 主な新規・完成事業箇所位置図（河川関係）

： 新規事業

： 完成（供用）事業（部分完成・部分供用含む）

【直轄】元玉名地区河川防災ステーション事業

【直轄】熊本市街部改修事業

【直轄】西田川水門改築事業

【直轄】合志川堰群改築事業

【直轄】宮越地区総合内水対策事業

【直轄】彦山川番田地区浸水
被害軽減対策事業

【直轄】立野ダム建設事業

【補助】神嶽川大規模特定河川事業

【補助】野上川大規模特定河川事業

【補助】竹田水害緊急治水
ダム建設事業（玉来ダム）

【直轄】緑川総合水系環境整備事業

【直轄】大淀川総合水系環境整備事業

【直轄】筑後川水系赤谷川
特定緊急砂防事業



福岡県

長崎県

熊本県

宮崎県

大分県

鹿児島県

佐賀県

Ⅴ-2．令和４年度 主な新規・完成事業箇所位置図（道路関係）

※令和4年4月1日時点
※未開通区間のＩＣ名は仮称

　 　

　 　

凡　　例

　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

：新規事業

：完成（開通）事業（部分完成・部分開通含む）

【直轄】
有明海沿岸道路
国道208号 大川佐賀道路
（大野島IC～諸富IC）

【直轄】
東九州自動車道 清武JCT～北郷
（清武南IC～日南北郷IC）

【直轄】
国道3号 熊本北バイパス
（国道3号～須屋高架橋交差点）

【直轄】
国道3号 植木バイパス
（熊本西環状道路～国道3号）

※引き続き、芳ノ元トンネル周辺の
地すべり対策が順調に進捗した場合

【補助】
熊本環状道路
（一）砂原四方寄線 砂原工区

【補助】
熊本天草幹線道路
国道324号 本渡道路

【補助】
国道503号 飯干バイパス

【補助】
西彼杵道路
国道206号 大串白似田バイパス

【直轄】
国道3号 博多バイパス
（下臼井～空港口）

【直轄】
国道57号 富津防災

【直轄】
中九州横断道路
国道57号 大津熊本道路
（大津西～合志）

【直轄】
国道218号 矢部清和道路
（九州横断自動車道延岡線）

【直轄】
国道201号 仲哀拡幅

【直轄】
国道226号 喜入防災

【補助】
（主）佐々鹿町江迎線 鹿町工区

【直轄】
国道202号 唐津バイパス

【直轄】
黒崎道路
国道3号 黒崎バイパス
（春の町ランプ～前田ランプ）
（陣原オンランプ）



：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

苅田港
中津港

別府港伊万里港

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

大分空港福岡空港

長崎空港

熊本空港

万関瀬戸航路

本渡瀬戸航路

：港湾海岸

下関港海岸

指宿港海岸

Ⅴ-3．令和４年度 主な新規・完成事業箇所位置図（港湾・空港関係）

大分港海岸

： 新規事業

： 完成（供用）事業（部分完成・部分供用含む）

三池港

博多港
蟐蛾ノ瀬戸航路

平戸瀬戸航路

北九州空港

関門航路

唐津港

細島港
【直轄】複合一貫輸送ターミナル

整備事業

：開発保全航路

中津港
【直轄】航路整備事業

下関港
【直轄】国際クルーズ拠点

整備事業

伊万里港

【直轄】国際物流ターミナル
整備事業

厳原港

【補助】離島ターミナル
整備事業

宮崎港
【補助】岸壁改良事業



Ⅵｰ4.令和４年度 主な新規・完成事業箇所位置図(都市・住宅関係)

： 新規事業

： 完成(供用)事業(部分完成・部分供用含む)

【補助】飯塚駅周辺地区
【都市構造再編集中支援事業】

【補助】小倉都心部地区
【事業間連携下水道事業】

【補助】中心拠点地区
【都市構造再編集中支援事業】

【補助】遠賀中心市街地区
【都市構造再編集中支援事業】

【補助】筒川排水区
【大規模雨水処理施設整備事業】

【補助】（都）長崎時津縦貫線
（茂里町～滑石工区）

【補助】長崎駅周辺地区（第2期）
【都市構造再編集中支援事業】

【補助】時津中央地区（第2期）
【都市構造再編集中支援事業】

【補助】開田排水区
【大規模雨水処理施設整備事業】

【補助】新大工町地区
【第一種市街地再開発事業】

【補助】（都）南部幹線
（葭牟田町～植柳下町）

【補助】益城町中心市街地地区
【都市構造再編集中支援事業】

【補助】井芹川第8・10排水区他２地区
【大規模雨水処理施設整備事業】

【補助】春竹地区
【大規模雨水処理施設整備事業】

【補助】宗方地区
【大規模雨水処理施設整備事業】

【補助】球磨村災害公営住宅整備事業

【補助】豊後高田昭和の町周辺地区
【都市構造再編集中支援事業】

【補助】国東市役所周辺地区
【都市構造再編集中支援事業】

【補助】谷山駅周辺地区
【都市構造再編集中支援事業】

【補助】北部第3排水区
【大規模雨水処理施設整備事業】

【補助】川原排水区
【大規模雨水処理施設整備事業】

【補助】富美山地区
【大規模雨水処理施設整備事業】

【補助】三田井地区（2期）
【都市構造再編集中支援事業】

【補助】日当山地区
【大規模雨水処理施設整備事業】

【補助】朝日公園
【都市公園等事業】



Ⅵｰ4.令和４年度 主な新規・完成事業箇所位置図(営繕関係)

： 新規事業

： 完成(供用)事業(部分完成・部分供用含む)

【直轄】壱岐地方合同庁舎
(長寿命化改修)

【直轄】名瀬第2地方合同庁舎

【直轄】喜入港湾合同庁舎
(自家発電設備改修)

【直轄】八代港湾合同庁舎
(長寿命化改修)

【直轄】鹿児島地方合同庁舎
(外壁・外構改修)

【直轄】都城地方合同庁舎
(外壁・外構改修)



２．各県における事業一覧

■新規事業箇所

区分
直轄・
補助 事業名 市町村名

R4事業費
（百万円）

参考資料
ページ

河川 直轄
遠賀川【直轄河川改修事業】
彦山川番田地区浸水被害軽減対策事業

田川市 1,780

河川 補助 紫川水系神嶽川【大規模特定河川事業】 北九州市 210 河川－４

道路 直轄 国道3号博多バイパス（下臼井～空港口） 福岡市 50 道路－１

道路 直轄 国道201号仲哀拡幅 香春町～みやこ町 50 道路－２

道路 直轄 福岡208号電線共同溝 柳川市 30 道路－３

道路 補助 交通安全対策（通学路緊急対策）（福岡県内（政令市除く）） 2,230

道路 補助 交通安全対策（通学路緊急対策）（北九州市） 北九州市 49

道路 補助 交通安全対策（通学路緊急対策）（福岡市） 福岡市 10

都市 補助 飯塚駅周辺地区都市構造再編集中支援事業 飯塚市 608

都市 補助 遠賀中心市街地区都市構造再編集中支援事業 遠賀町 199

都市 補助 中心拠点地区都市構造再編集中支援事業 那珂川市 108

下水 補助 筒川排水区大規模雨水処理施設整備事業 久留米市 431 建政－２

■完成（供用）事業箇所（部分完成・部分供用含む）

区分
直轄・
補助 事業名 市町村名

R4事業費
（百万円）

参考資料
ページ

砂防 直轄 筑後川水系赤谷川【特定緊急砂防事業】 朝倉市 4,856 河川－３

道路 直轄 国道3号黒崎バイパス 北九州市 2,700 道路－４

道路 直轄 国道208号大川佐賀道路 大川市 632 道路－５

下水 補助 小倉都心部地区事業間連携下水道事業 北九州市 420

■継続事業

区分
直轄・
補助 事業名 市町村名

R4事業費
（百万円）

参考資料
ページ

河川 直轄
遠賀川【直轄河川改修事業】
遠賀川中流部堤防整備事業（小竹目尾地区）　外

芦屋町、小竹町、飯
塚市、添田町、福智
町、田川市、直方市
※1

1,780

河川 直轄
山国川【直轄河川改修事業】
唐原地区河川防災ステーション事業

上毛町※1 ※2    487

河川 直轄
矢部川【直轄河川改修事業】
矢部川高潮対策事業（中島地区等）　外

みやま市、柳川市※1 995

河川 直轄
筑後川【直轄河川改修事業】
久留米市街部河川改修事業（瀬ノ下地区等）　外

うきは市 、久留米市
※1 ※2  3,739

河川 直轄
筑後川【流域治水整備事業】
筑後川流域治水整備事業（武島地区）

久留米市 910 河川－１

河川 直轄
遠賀川【総合水系環境整備事業】
エコロジカルネットワーク再生事業、田川地区水辺整備事業、中
間地区水辺整備事業

飯塚市、嘉麻市、宮
若市、田川市、中間
市

　※2   51.8

河川 直轄
山国川【総合水系環境整備事業】
山国川下流地区水辺整備事業

上毛町 39

福岡県内における事業一覧

※2

※2



河川 直轄
筑後川【総合水系環境整備事業】
久留米市街部地区水辺整備事業、大石地区水辺整備事業

久留米市、うきは市 ※2     46 河川－２

河川 直轄
矢部川【総合水系環境整備事業】
船小屋地区水辺整備事業

筑後市 77

河川 補助 筑後川水系桂川、荷原川【河川災害復旧等関連緊急事業】 朝倉市 520

ダム 直轄 筑後川【筑後川水系ダム群連携事業】 朝倉市外 401

道路 直轄 国道3号岡垣バイパス 岡垣町～宗像市 2,590

道路 直轄 国道3号鳥栖久留米道路 久留米市 1,253

道路 直轄 国道201号八木山バイパス 篠栗町～飯塚市 4,224 道路－６

道路 直轄 国道201号香春拡幅 香春町 930

道路 直轄 国道202号春吉橋架替 福岡市 503

道路 直轄 国道202号周船寺橋架替 福岡市 3

道路 直轄 国道208号有明海沿岸道路（大牟田～大川） 大牟田市～大川市 500

道路 直轄 国道208号浦島橋架替 みやま市～柳川市 98

道路 直轄 国道210号浮羽バイパス 久留米市～うきは市 263

道路 直轄 国道497号今宿道路 福岡市～糸島市 600

道路 直轄 福岡3号交通安全対策
北九州市、福津市、
福岡市、久留米市、
広川町、八女市

1,005

道路 直轄 福岡10号交通安全対策 北九州市 42

道路 直轄 福岡201号交通安全対策 田川市、行橋市 96

道路 直轄 福岡202号交通安全対策 福岡市、糸島市 273

道路 直轄 福岡208号交通安全対策
大牟田市、みやま
市、柳川市、大川市 540

道路 直轄 福岡209号交通安全対策
みやま市、筑後市、
久留米市 372

道路 直轄 福岡210号交通安全対策 うきは市 9

道路 直轄 福岡3号電線共同溝
北九州市、福岡市、
久留米市 1,028 道路－７

道路 直轄 福岡10号電線共同溝 北九州市 370

道路 直轄 福岡202号電線共同溝 福岡市、糸島市 157

道路 直轄 福岡208号電線共同溝 大牟田市、大川市 305

道路 直轄 福岡209号電線共同溝 筑後市 40

道路 補助 （主）筑紫野古賀線　須恵工区 須惠町 319

道路 補助 （主）飯塚大野城線　乙金2工区 大野城市、宇美町 170

道路 補助 （主）鳥栖朝倉線　味坂SIC（仮称）工区 小郡市 1,190 道路－８

道路 補助 （主）門司行橋線　行橋市工区 行橋市 390

道路 補助 道路メンテナンス事業（福岡県内（政令市除く）） 10,453

道路 補助 道路メンテナンス事業（北九州市） 北九州市 1,823

道路 補助 道路メンテナンス事業（福岡市） 福岡市 699



道路 補助 土砂災害対策道路事業 八女市、添田町 27

道路 補助 福岡県無電柱化推進計画事業
宗像市、大野城市、
柳川市 134

道路 補助 福岡市無電柱化推進計画事業 福岡市 1,136

道路 補助 交通安全対策（地区内連携）

大牟田市、小郡市、
宗像市、太宰府市、
福津市、嘉麻市、朝
倉市、糸島市、東峰
村、上毛町

380

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 972

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 1,700 港空－３

港湾 直轄 北九州港予防保全事業 北九州市 200

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 1,360

港湾 補助 北九州港カーボンニュートラルポート形成計画策定費補助 北九州市 8

港湾 直轄 博多港予防保全事業 福岡市 2,730 港空－４

港湾 補助 博多港アイランドシティ地区国際海上コンテナターミナル整備事業 福岡市 19

港湾 補助 博多港カーボンニュートラルポート形成計画策定費補助 福岡市 8

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 494 港空－５

港湾 直轄 苅田港予防保全事業 京都郡苅田町 519

港湾 補助 苅田港新松山地区国内物流ターミナル整備事業 京都郡苅田町 25

港湾 補助 苅田港予防保全事業 京都郡苅田町 200

港湾 直轄 三池港予防保全事業 大牟田市 700 港空－６

港湾 直轄 関門航路開発保全航路整備事業 － 3,360

港湾 直轄 海洋環境整備事業　瀬戸内海 － 171 港空－１２

港湾 補助 港湾メンテナンス事業（福岡県内） － 60

海岸 補助 海岸メンテナンス事業（福岡県内） － 285

空港 直轄 福岡空港滑走路増設事業 福岡市 4,607 港空－７

空港 直轄 福岡空港整備事業 福岡市 1,423

空港 直轄 北九州空港整備事業 北九州市 99

公園 直轄 国営公園事業（海の中道海浜公園） 福岡市 302 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 3,252

都市 補助 西日本鉄道天神大牟田線（春日原駅～下大利駅間） 春日市、大野城市 2,200 建政－３

都市 補助 西日本鉄道天神大牟田線（雑餉隈駅付近） 福岡市 1,600

都市 補助 飯塚拠点連携型拠点地区都市構造再編集中支援事業 飯塚市 1,060

都市 補助 ＪＲ筑豊本線・鹿児島本線（折尾駅付近） 北九州市 1,024

下水 補助 天神周辺地区大規模雨水処理施設整備事業 福岡市 1,996

住宅 補助 福岡市東地区地域居住機能再生推進事業 福岡市 2,658



住宅 補助 中間市中鶴地区地域居住機能再生推進事業 中間市 1,167

都市 補助 福岡都心部地区都市再生整備計画事業 福岡市 ※３

都市 補助 福岡都心部地区まちなかウォーカブル推進事業 福岡市 ※３

都市 補助 （都）野間屋形原線　花畑工区 福岡市 ※３

公園 補助 糸島市運動公園【都市公園等事業】 糸島市 ※３

下水 補助
福岡市西部水処理センター下水道ストックマネジメント支援制度
事業

福岡市 ※３

住宅 補助 香椎・臨海東地区住宅市街地総合整備事業 福岡市 ※３

※１　各水系における県内の施行市町村　
※２　各水系における事業費の合計
※３　社会資本整備総合交付金の内数



■新規事業箇所

区分
直轄・
補助 事業名 市町村名

R4事業費
（百万円）

参考資料
ページ

河川 直轄
筑後川【直轄河川改修事業】
西田川水門改築事業（下野地区）

鳥栖市 3,739 河川－６

道路 直轄 国道202号唐津バイパス 唐津市 50 道路－９

道路 補助 交通安全対策（通学路緊急対策）（佐賀県内） 2,361

■完成（供用）事業箇所（部分完成・部分供用含む）

区分
直轄・
補助 事業名 市町村名

R4事業費
（百万円）

参考資料
ページ

道路 直轄 国道208号大川佐賀道路 佐賀市 3,164 道路－５

港湾 直轄 伊万里港七ツ島地区国際物流ターミナル整備事業 伊万里市 300 港空－８

■継続事業

区分
直轄・
補助 事業名 市町村名

R4事業費
（百万円）

参考資料
ページ

河川 直轄
筑後川【直轄河川改修事業】
城原川河川改修事業（横武・直鳥地区）　外

佐賀市、神埼市、鳥栖
市　※1 3,739

河川 直轄
嘉瀬川【直轄河川改修事業】
祇園川堤防整備事業（堀江地区）　外

佐賀市、小城市※1 387

河川 直轄
六角川【直轄河川改修事業】
六角川低平地対策事業（溝ノ上地区）

武雄市 260

河川 直轄
六角川【河川激甚災害対策特別緊急事業】
六角川・牛津川河川激甚災害対策特別緊急事業

武雄市、小城市※1 3,769 河川－５

河川 直轄
松浦川【直轄河川改修事業】
徳須恵川下流地区堤防整備事業（石志地区等）

唐津市 396

河川 直轄
松浦川【総合水系環境整備事業】
河口部地区水辺整備事業

唐津市 1

河川 直轄
牛津川【河川大規模災害関連事業】
六角川水系牛津川河川大規模災害関連事業（上砥川地区）

小城市 432

河川 補助
六角川水系武雄川、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 600 河川－５

ダム 直轄
嘉瀬川【総合水系環境整備事業】
嘉瀬川ダム地区水辺整備事業

佐賀市 90

ダム 直轄 筑後川【城原川ダム建設事業】 神埼市 872 河川－７

道路 直轄 国道3号鳥栖拡幅 鳥栖市 800

道路 直轄 国道3号鳥栖久留米道路 鳥栖市 96

道路 直轄 国道34号神埼佐賀拡幅 神埼市～佐賀市 108

道路 直轄 国道34号武雄バイパス 武雄市 120

道路 直轄 国道203号多久佐賀道路（Ⅰ期） 多久市～小城市 51

道路 直轄 国道497号伊万里道路 伊万里市 1,615

道路 直轄 国道497号伊万里松浦道路 伊万里市 271

道路 直轄 佐賀34号交通安全対策
上峰町、吉野ヶ里町、
神埼市、大町町、嬉野
市

294

道路 直轄 佐賀35号交通安全対策 武雄市 138

道路 直轄 佐賀202号交通安全対策
唐津市、伊万里市、有
田町 312

佐賀県内における事業一覧

※2

※2

※4



道路 直轄 市道呼子大橋線　呼子大橋　修繕代行事業 唐津市 20

道路 直轄 佐賀34号電線共同溝 鳥栖市、佐賀市 166

道路 補助 国道444号佐賀福富道路
佐賀市、白石町、小城
市 204

道路 補助 国道444号福富鹿島道路 白石町 24

道路 補助 国道208号佐賀道路 佐賀市 1,561

道路 補助 （主）鳥栖朝倉線　味坂SIC（仮称）工区 鳥栖市 1,400 道路－８

道路 補助 （一）東与賀佐賀線　本庄工区 佐賀市 50

道路 補助 （市）川副中央幹線　北川副・川副工区 佐賀市 401

道路 補助 （市）天草江北島線　嘉瀬工区 佐賀市 17

道路 補助 道路メンテナンス事業（佐賀県内） 3,247

道路 補助 土砂災害対策道路事業
佐賀市、嬉野市、神埼
市、鹿島市、小城市 282

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 1,070

道路 補助 茅場踏切道 武雄市 48

港湾 直轄 唐津港東港地区複合一貫輸送ターミナル改良事業(耐震) 唐津市 230

港湾 直轄 唐津港予防保全事業 唐津市 20

港湾 直轄 伊万里港予防保全事業 伊万里市 20

港湾 補助 港湾メンテナンス事業（佐賀県内） － 48

海岸 補助 海岸メンテナンス事業（佐賀県内） － 80

都市 補助 佐賀市佐賀駅周辺北地区まちなかウォーカブル推進事業 佐賀市 ※３ 建政－４

下水 補助 佐賀地区大規模雨水処理施設整備事業 佐賀市 676

下水 補助 佐賀市下水浄化センター下水道リノベーション推進総合事業 佐賀市 ※３

下水 補助 唐津市下水道ストックマネジメント支援制度事業 唐津市 ※３

住宅 補助 基山地区街なみ環境整備事業 基山町 ※３

※１　各水系における県内の施行市町村　
※２　各水系における事業費の合計
※３　社会資本整備総合交付金の内数
※４　災害関連事業



■新規事業箇所

区分
直轄・
補助 事業名 市町村名

R4事業費
（百万円）

参考資料
ページ

道路 直轄 国道57号富津防災 雲仙市 50 道路－１０

道路 補助 国道206号大串白似田バイパス 西海市 50 道路－１１

道路 補助 （主）佐々鹿町江迎線　鹿町工区 佐世保市 225 道路－１２

道路 補助 惣原踏切道 大村市 28

道路 補助 交通安全対策（通学路緊急対策）（長崎県内） 2,612

都市 補助 （都）長崎時津縦貫線（茂里町～滑石工区） 長崎市 800 建政－５

都市 補助 時津中央地区（第２期）都市構造再編集中支援事業 時津町 477

都市 補助 長崎駅周辺地区（第２期）都市構造再編集中支援事業 長崎市 125

下水 補助 開田排水区大規模雨水処理施設整備事業 南島原市 52

営繕 直轄 壱岐地方合同庁舎 壱岐市 194

■完成（供用）事業箇所（部分完成・部分供用含む）

区分
直轄・
補助 事業名 市町村名

R4事業費
（百万円）

参考資料
ページ

港湾 補助 厳原港厳原地区離島ターミナル整備事業 対馬市 240

住宅 補助 新大工町地区第一種市街地再開発事業 長崎市 ※３ 建政－６

■継続事業

区分
直轄・
補助 事業名 市町村名

R4事業費
（百万円）

参考資料
ページ

河川 直轄
本明川【直轄河川改修事業】
半造川引堤事業（鷲崎・船越地区）

諫早市 455

河川 直轄
本明川【総合水系環境整備事業】
天満・永昌地区水辺整備事業

諫早市 23 河川－８

河川 補助 早岐川水系早岐川【大規模特定河川事業】 佐世保市 200

ダム 直轄 本明川【本明川ダム建設事業】 諫早市 4,858 河川－９

砂防 直轄 雲仙・普賢岳直轄砂防管理 島原市、南島原市 942 河川－１０

道路 直轄 国道34号大村拡幅 大村市 170

道路 直轄 国道34号大村諫早拡幅 大村市～諫早市 250

道路 直轄 国道57号森山拡幅 雲仙市～諫早市 2,500

道路 直轄 国道205号針尾バイパス 佐世保市 300

道路 直轄 国道497号松浦佐々道路 松浦市～佐々町 9,880 道路－１３

道路 直轄 長崎34号交通安全対策 長崎市 63

道路 直轄 長崎57号交通安全対策 島原市、雲仙市 138 道路－１４

道路 直轄 長崎205号交通安全対策 川棚町 6

道路 直轄 長崎34号電線共同溝 大村市 74

長崎県内における事業一覧



道路 直轄 長崎35号電線共同溝 佐世保市 97

道路 直轄 長崎57号電線共同溝 雲仙市 44

道路 補助 国道251号出平有明バイパス 島原市 1,700

道路 補助 国道251瑞穂吾妻バイパス 雲仙市 1,800

道路 補助 国道251号有明瑞穂バイパス 島原市、雲仙市 742

道路 補助 （主）長崎南環状線　新戸町～江川町工区 長崎市 393

道路 補助 道路メンテナンス事業（長崎県内） 4,046

道路 補助 土砂災害対策道路事業

長崎市、佐世保市、
諫早市、平戸市、南
島原市、西海市、雲
仙市、五島市、新上
五島町

616

道路 補助 長崎県無電柱化推進計画事業

長崎市、佐世保市、
諫早市、平戸市、島
原市、大村市、小値
賀町

538

港湾 直轄 長崎港松が枝地区旅客船ターミナル整備事業 長崎市 1,490

港湾 補助 長崎港松が枝地区旅客船ターミナル整備事業 長崎市 308

港湾 直轄 長崎港予防保全事業 長崎市 80

港湾 直轄 佐世保港予防保全事業 佐世保市 110 港空－９

港湾 補助 佐世保港カーボンニュートラルポート形成計画策定費補助 佐世保市 4

港湾 直轄 厳原港予防保全事業 対馬市 80

港湾 直轄 平戸瀬戸航路航路保全事業 平戸市 22

港湾 直轄 万関瀬戸航路航路保全事業 対馬市 14

港湾 直轄 蟐蛾ノ瀬戸航路航路保全事業 壱岐市 126

港湾 補助 港湾メンテナンス事業（長崎県内） － 113

海岸 補助 海岸メンテナンス事業（長崎県内） － 82

空港 直轄 長崎空港整備事業 大村市 849

都市 補助 長崎駅周辺土地区画整理事業 長崎市 ※３

下水 補助 長崎市公共下水道未普及対策 長崎市 ※３

下水 補助 佐世保市公共下水道未普及対策 佐世保市 ※３

※１　各水系における県内の施行市町村　
※２　各水系における事業費の合計
※３　社会資本整備総合交付金の内数



■新規事業箇所

区分
直轄・
補助 事業名 市町村名

R4事業費
（百万円）

参考資料
ページ

河川 直轄
菊池川【直轄河川改修事業】
元玉名地区河川防災ステーション整備事業

玉名市 ※2  1550 河川－１１

河川 直轄
白川【都市水環境整備】
熊本市街部改修事業（大江・子飼地区等）

熊本市 ※2  1260

河川 直轄
緑川【総合水系環境整備事業】
宇土走潟地区水辺整備事業

宇土市 ※2　　23 河川－１３

道路 直轄 国道218号矢部清和道路 山都町 100 道路－１５

道路 直轄 国道57号大津熊本道路（大津西～合志） 大津町～合志市 50 道路－１６

道路 補助 （一）砂原四方寄線　砂原工区 熊本市 125 道路－１７

道路 補助 交通安全対策（通学路緊急対策）（熊本県内（政令市除く）） 2,842

都市 補助 益城町中心市街地地区都市構造再編集中支援事業 益城町 381

都市 補助 （都）南部幹線（葭牟田町～植柳下町） 八代市 18

下水 補助 井芹川第8･10排水区他2地区大規模雨水処理施設整備事業 熊本市 166

下水 補助 春竹地区大規模雨水処理施設整備事業 熊本市 350

下水 補助 宗方地区大規模雨水処理施設整備事業 山鹿市 174

住宅 補助 災害公営住宅整備事業（令和２年７月豪雨） 球磨村 903 建政－７

住宅 補助 災害公営住宅整備事業（令和２年７月豪雨） 八代市 350 建政－７

営繕 直轄 八代港湾合同庁舎 八代市 115

■完成（供用）事業箇所（部分完成・部分供用含む）

区分
直轄・
補助 事業名 市町村名

R4事業費
（百万円）

参考資料
ページ

河川 直轄
菊池川【直轄河川改修事業】
合志川堰群改築事業（田底・平島地区）

熊本市 ※2  1550 河川－１２

ダム 直轄 白川【立野ダム建設事業】 南阿蘇村、大津町 16,043 河川－１４

道路 直轄 国道3号植木バイパス 熊本市 975 道路－１８

道路 直轄 国道3号熊本北バイパス 熊本市、合志市 230 道路－１８

道路 補助 国道324号本渡道路 天草市 3,600 道路－１９

営繕 直轄 熊本地方合同庁舎（Ｂ棟） 熊本市 809

■継続事業

区分
直轄・
補助 事業名 市町村名

R4事業費
（百万円）

参考資料
ページ

河川 直轄
球磨川【直轄河川改修事業】
球磨川萩原地区堤防整備事業

八代市 575

河川 直轄
緑川【直轄河川改修事業】
加勢川河川改修事業（美登里地区）　外

熊本市、宇土市、甲
佐町※1 1,850

河川 直轄
白川【直轄河川改修事業】
中原地区築堤整備事業　外

熊本市 ※2  1260

河川 直轄
菊池川【直轄河川改修事業】
菰田橋架替事業（菰田地区）　外

熊本市、和水町、山
鹿市、玉名市※1 ※2  1550

河川 直轄
球磨川【総合水系環境整備事業】
球磨川下流地区自然再生事業、坂本地区水辺整備事業

八代市 49

河川 直轄
緑川【総合水系環境整備事業】
甲佐地区水辺整備事業

甲佐町 ※2　　23

熊本県内における事業一覧



河川 直轄
白川【総合水系環境整備事業】
熊本市街部地区水辺整備事業

熊本市 46

河川 直轄
菊池川【総合水系環境整備事業】
菊池地区水辺整備事業

菊池市 127

河川 補助 緑川水系天明新川【大規模特定河川事業】 熊本市 420

ダム 直轄 球磨川【川辺川ダム建設事業】 相良村 2,216

砂防 直轄 球磨川水系（川辺川）直轄砂防事業
五木村、相良村、八
代市 672 河川－１５

砂防 直轄 阿蘇山直轄砂防事業
阿蘇市、南阿蘇村、
高森町 1,861 河川－１６

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 4,980 道路－２０

道路 直轄 国道3号芦北出水道路 芦北町～水俣市 4,599

道路 直轄 国道57号竹田阿蘇道路 阿蘇市 420

道路 直轄 国道57号滝室坂道路 阿蘇市 7,090

道路 直轄 国道57号大津熊本道路（合志～熊本） 合志市～熊本市 545

道路 直轄 国道57号熊本宇土道路 熊本市～宇土市 200

道路 直轄 国道57号宇土道路 宇土市 3,500

道路 直轄 国道57号宇土三角道路 宇土市～宇城市 100

道路 直轄 国道208号有明海沿岸道路（大牟田～大川） 荒尾市 800

道路 直轄 国道218号蘇陽五ヶ瀬道路 山都町 270

道路 直轄 熊本3号交通安全対策
熊本市、宇城市、八
代市、津奈木町 534 道路－２１

道路 直轄 熊本57号交通安全対策
大津町、熊本市、宇
城市 261

道路 直轄 熊本208号交通安全対策 玉東町、荒尾市 129

道路 直轄 熊本3号電線共同溝 熊本市 127

道路 直轄 熊本57号電線共同溝 大津町 342

道路 直轄 熊本208号電線共同溝 荒尾市 10

道路 補助 国道266号大矢野道路 上天草市 559

道路 補助 （一）砂原四方寄線　池上工区 熊本市 2,072

道路 補助 （一）池上インター線　池上工区 熊本市 1,311

道路 補助 道路メンテナンス事業（熊本県内（政令市除く）） 4,380

道路 補助 道路メンテナンス事業（熊本市内） 熊本市 825

道路 補助 土砂災害対策道路事業

八代市、山鹿市、天
草市、益城町、御船
町、甲佐町、美里
町、山江村、五木村

360

道路 補助 熊本県無電柱化推進計画事業
八代市、山鹿市、合志
市、益城町、高森町 319

道路 補助 熊本市無電柱化推進計画事業 熊本市 86

道路 補助 交通安全対策（地区内連携） 小国町、湯前町 78

港湾 直轄 熊本港夢咲島地区国内物流ターミナル整備事業 熊本市 681 港空－１０

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 1,600 港空－１１

港湾 直轄 本渡瀬戸航路航路保全事業 天草市 100



港湾 直轄 海洋環境整備事業　有明・八代海 － 443 港空－１２

港湾 補助 港湾メンテナンス事業（熊本県内） － 162

海岸 補助 海岸メンテナンス事業（熊本県内） － 585

空港 直轄 熊本空港整備事業 上益城郡益城町 339

住宅 補助 災害公営住宅整備事業（令和２年７月豪雨） 芦北町 751

都市 補助 令和2年7月豪雨からの創造的復興まちづくりの推進
八代市、人吉市、芦
北町、相良村、球磨
村

※３

都市 補助 益城中央被災市街地復興土地区画整理事業 益城町 ※３

公園 補助 菊陽杉並木公園【都市公園等事業】 菊陽町 ※３

公園 補助 西原村運動公園【都市公園等事業】 西原村 ※３

公園 補助 山都町運動公園【都市公園等事業】 山都町 ※３

下水 補助 東部浄化センター高度処理施設増設事業 熊本市 ※３ 建政－８

※１　各水系における県内の施行市町村　
※２　各水系における事業費の合計
※３　社会資本整備総合交付金の内数

建政－７



■新規事業箇所

区分
直轄・
補助 事業名 市町村名

R4事業費
（百万円）

参考資料
ページ

河川 補助 筑後川水系野上川【大規模特定河川事業】 九重町 450 河川－１８

道路 補助 交通安全対策（通学路緊急対策）（大分県内） 7,260

都市 補助 豊後高田昭和の町周辺地区都市構造再編集中支援事業 豊後高田市 242

都市 補助 国東市役所周辺地区都市構造再編集中支援事業 国東市 25

下水 補助 北部第３排水区大規模雨水処理施設整備事業 中津市 292

■完成（供用）事業箇所（部分完成・部分供用含む）

区分
直轄・
補助 事業名 市町村名

R4事業費
（百万円）

参考資料
ページ

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）】
大分県竹田市

竹田市 2,560 河川－１９

港湾 直轄 中津港田尻地区航路整備事業 中津市 118

■継続事業

区分
直轄・
補助 事業名 市町村名

R4事業費
（百万円）

参考資料
ページ

河川 直轄
山国川【直轄河川改修事業】
唐原・相原地区堤防整備事業

中津市　※1 ※2   487

河川 直轄
大分川【直轄河川改修事業】
小野鶴地区河道掘削事業

大分市 610

河川 直轄
大野川【直轄河川改修事業】
大津留地区河床低下対策事業

大分市 315 河川－１７

河川 直轄
番匠川【直轄河川改修事業】
蛇崎地区堤防耐震事業

佐伯市 220

河川 直轄
筑後川【直轄河川改修事業】
花月川緊急治水対策事業（丸山地区）　外

日田市　※1 ※2  3739

河川 補助 山国川水系山国川【大規模特定河川事業】 中津市 160

道路 直轄 国道10号高江拡幅 大分市 750

道路 直轄 国道57号竹田阿蘇道路 竹田市 780

道路 直轄 国道210号川下改良 日田市 225

道路 直轄 国道210号横瀬拡幅 大分市 370

道路 直轄 国道212号三光本耶馬渓道路 中津市 9,071 道路－２２

道路 直轄 大分10号交通安全対策
宇佐市、日出町、別
府市、大分市、臼杵
市

454 道路－２３

道路 直轄 大分57号交通安全対策 豊後大野市、竹田市 516

道路 直轄 大分210号交通安全対策 九重町、由布市 260

道路 直轄 大分10号電線共同溝 大分市 413 道路－２４

道路 直轄 大分210号電線共同溝 大分市 238

道路 補助 国道212号日田山国道路 中津市、日田市 2,180

道路 補助 国道212号日田拡幅 日田市 450

道路 補助 国道212号耶馬溪山国道路 中津市 30

大分県内における事業一覧

※４ 共同費



道路 補助 道路メンテナンス事業（大分県内） 8,314

道路 補助 土砂災害対策道路事業 豊後大野市 13

道路 補助 大分県無電柱化推進計画事業 大分市、別府市 927

港湾 補助 中津港田尻地区国際物流ターミナル整備事業 中津市 13

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 54

港湾 直轄 別府港予防保全事業 別府市 60

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 144

港湾 補助 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 300

港湾 補助 大分港坂ノ市地区臨港道路細馬場線整備事業 大分市 10

港湾 補助 大分港予防保全事業 大分市 80

港湾 補助 大分港カーボンニュートラルポート形成計画策定費補助 大分市 10

港湾 補助 津久見港カーボンニュートラルポート形成計画策定費補助 津久見市 9

港湾 直轄 佐伯港予防保全事業 佐伯市 1,140

港湾 補助 港湾メンテナンス事業（大分県内） － 486

海岸 直轄 大分港海岸直轄海岸保全施設整備事業 大分市 1,152 港空－１４

海岸 補助 海岸メンテナンス事業（大分県内） － 25

空港 直轄 大分空港整備事業 国東市 1,190

都市 補助 (都)庄の原佐野線（下郡工区） 大分市 1,920 建政－９

都市 補助 鶴崎地区都市構造再編集中支援事業 大分市 713

都市 補助 大分市中心市街地地区都市構造再編集中支援事業 大分市 600 建政－１０

住宅 補助 末広町一丁目地区第一種市街地再開発事業 大分市 747

下水 補助 大分市公共下水道未普及対策 大分市 ※３

下水 補助 大在水資源再生センター水処理増設 大分市 ※３

下水 補助 宇佐水再生プラザ新設 宇佐市 ※３

下水 補助 大分市公共下水道雨水管きょ整備 大分市 ※３

※１　各水系における県内の施行市町村　
※２　各水系における事業費の合計
※３　社会資本整備総合交付金の内数
※４　共同費

港空－１３



■新規事業箇所

区分
直轄・
補助 事業名 市町村名

R4事業費
（百万円）

参考資料
ページ

河川 直轄
大淀川【総合水系環境整備事業】
本庄川地区水辺整備事業

国富町、綾町 164 河川－２１

道路 補助 国道503号飯干バイパス 諸塚村、五ヶ瀬町 40 道路－２５

道路 補助 交通安全対策（通学路緊急対策）（宮崎県内） 2,053

港湾 直轄 細島港工業港地区複合一貫輸送ターミナル整備事業 日向市 220 港空－１５

都市 補助 三田井地区（２期）都市構造再編集中支援事業 高千穂町 40

下水 補助 富美山地区大規模雨水処理施設整備事業 延岡市 265

下水 補助 川原排水区大規模雨水処理施設整備事業 宮崎市 160

営繕 直轄 都城地方合同庁舎 都城市 187

■完成（供用）事業箇所（部分完成・部分供用含む）

区分
直轄・
補助 事業名 市町村名

R4事業費
（百万円）

参考資料
ページ

河川 直轄
小丸川【直轄河川改修事業】
宮越地区総合内水対策事業

高鍋町 ※2   213 河川－２０

道路 直轄 東九州自動車道（清武JCT～北郷） 宮崎市～日南市 6,153 道路－２６

港湾 補助 宮崎港西地区岸壁改良事業 宮崎市 129

■継続事業

区分
直轄・
補助 事業名 市町村名

R4事業費
（百万円）

参考資料
ページ

河川 直轄
五ヶ瀬川【直轄河川改修事業】
五ヶ瀬川防災ネットワーク事業（天下地区）　外

延岡市　 375

河川 直轄
小丸川【直轄河川改修事業】
北山地区河川整備事業

高鍋町、木城町※1 ※2   213

河川 直轄
大淀川【直轄河川改修事業】
大淀川下流部河道掘削事業（上野町地区）　外

宮崎市、都城市※1 1,181

河川 直轄
川内川【直轄河川改修事業】
えびの地区河床低下対策事業（向江地区）

えびの市　　※1 ※2　1,800

河川 直轄
大淀川【総合水系環境整備事業】
都城地区水辺整備事業

都城市 164

河川 直轄
五ヶ瀬川【総合水系環境整備事業】
川中地区水辺整備事業

延岡市 20

河川 直轄
川内川【総合水系環境整備事業】
京町温泉地区水辺整備事業

えびの市 177

河川 補助 大淀川水系横市川【大規模特定河川事業】 都城市 450

ダム 直轄 大淀川【岩瀬ダム再生事業】 小林市、都城市 440

砂防 直轄 大淀川水系直轄砂防事業 都城市、高原町 979

海岸 直轄 宮崎海岸直轄海岸保全施設整備事業 宮崎市 472 河川－２２

道路 直轄 国道10号門川日向拡幅 門川町～日向市 139

道路 直轄 国道10号新富バイパス 新富町～宮崎市 27

道路 直轄 国道10号都城道路（Ⅱ期） 都城市 4,795 道路－２７

道路 直轄 国道218号蘇陽五ヶ瀬道路 五ヶ瀬町 455

道路 直轄 国道218号五ヶ瀬高千穂道路 五ヶ瀬町～高千穂町 1,735

宮崎県内における事業一覧

※2

※2

※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 100

道路 直轄 国道220号日南・志布志道路 日南市 2,065

道路 直轄 国道220号油津・夏井道路 日南市、串間市 757

道路 直轄 国道220号日南防災（北区間） 宮崎市～日南市 190

道路 直轄 国道220号日南防災（南区間・宮浦～鵜戸） 日南市 100

道路 直轄 宮崎10号交通安全対策
延岡市、日向市、高
鍋町、都城市 225

道路 直轄 宮崎220号交通安全対策 宮崎市、日南市 324

道路 直轄 宮崎10号電線共同溝 都城市 247

道路 補助 国道447号真幸・青木バイパス えびの市 2,600

道路 補助 （一）学園木花台本郷北方線　山下工区 宮崎市 198

道路 補助 道路メンテナンス事業（宮崎県内） 7,443

道路 補助 土砂災害対策道路事業
宮崎市、門川町、西米
良村、椎葉村、諸塚村 397

港湾 直轄 細島港外港地区防波堤整備事業 日向市 380

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 400

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 300

港湾 直轄 宮崎港東地区防波堤（改良）整備事業 宮崎市 150

港湾 補助 港湾メンテナンス事業（宮崎県内） － 81

海岸 補助 古江港海岸津波対策緊急事業 延岡市 500

空港 直轄 宮崎空港整備事業 宮崎市 2,932

住宅 補助 延岡市延岡一ケ岡地区地域居住機能再生推進事業 延岡市 56

都市 補助 財光寺南土地区画整理事業 日向市 ※３

公園 補助 山之口運動公園【都市公園等事業】 都城市 ※３ 建政－１１

下水 補助 宮崎市下水道ストックマネジメント支援制度事業 宮崎市 ※３

※１　各水系における県内の施行市町村　
※２　各水系における事業費の合計
※３　社会資本整備総合交付金の内数



■新規事業箇所

区分
直轄・
補助 事業名 市町村名

R4事業費
（百万円）

参考資料
ページ

道路 直轄 国道226号喜入防災 鹿児島市 50 道路－２８

道路 補助 交通安全対策（通学路緊急対策）（鹿児島県内） 3,811

公園 補助 朝日公園【都市公園等事業】 南さつま市 10

都市 補助 谷山駅周辺地区都市構造再編集中支援事業 鹿児島市 77

下水 補助 日当山地区大規模雨水処理施設整備事業 霧島市 83

営繕 直轄 喜入港湾合同庁舎 鹿児島市 49

営繕 直轄 鹿児島地方合同庁舎 鹿児島市 66

営繕 直轄 名瀬第2地方合同庁舎 奄美市 622 営繕-1

■完成（供用）事業箇所（部分完成・部分供用含む）

区分
直轄・
補助 事業名 市町村名

R4事業費
（百万円）

参考資料
ページ

■継続事業

区分
直轄・
補助 事業名 市町村名

R4事業費
（百万円）

参考資料
ページ

河川 直轄
川内川【直轄河川改修事業】
天辰第二地区まちづくり一体型引堤事業　外

薩摩川内市 、伊佐市
、湧水町　※1 ※2　1,800 河川－２３

河川 直轄
肝属川【直轄河川改修事業】
鹿屋市街部洪水対策事業（新川地区）　外

東串良町、肝付町、
鹿屋市　※1 596

河川 直轄
川内川【総合水系環境整備事業】
湯之尾地区水辺整備事業　外

薩摩川内市
さつま町、伊佐市※1 177 河川－２４

河川 直轄
肝属川【総合水系環境整備事業】
吾平地区水辺整備事業

鹿屋市 1

河川 補助 神之川水系神之川【大規模特定河川事業】 日置市 300

ダム 直轄
川内川【総合水系環境整備事業】
曽木の滝周辺地区水辺整備事業

伊佐市 1

砂防 直轄 桜島直轄砂防事業 鹿児島市 981 河川－２５

砂防 直轄 桜島直轄砂防管理 鹿児島市 935 河川－２５

道路 直轄 東九州自動車道（志布志～末吉財部） 志布志市～曽於市 400

道路 直轄 国道3号芦北出水道路 出水市 3,084

道路 直轄 国道3号阿久根川内道路
阿久根市～薩摩川内
市 2,600 道路－２９

道路 直轄 国道3号鹿児島東西道路 鹿児島市 10,060

道路 直轄 国道10号白浜拡幅 姶良市～鹿児島市 1,033

道路 直轄 国道10号鹿児島北バイパス 鹿児島市 461

道路 直轄 国道220号日南・志布志道路 志布志市 3,326

道路 直轄 国道220号油津・夏井道路 志布志市 647

道路 直轄 国道220号古江バイパス 鹿屋市～垂水市 581

道路 直轄 国道220号牛根境防災 垂水市～霧島市 380

鹿児島県内における事業一覧

※2



道路 直轄 国道220号亀割峠防災 霧島市 150

道路 直轄 鹿児島3号交通安全対策 出水市、日置市 70

道路 直轄 鹿児島10号交通安全対策
曽於市、霧島市、鹿
児島市 220

道路 直轄 鹿児島220号交通安全対策
志布志市、大崎町、
垂水市 459 道路－３０

道路 直轄 鹿児島224号交通安全対策 鹿児島市 9

道路 直轄 鹿児島225号交通安全対策 南九州市、鹿児島市 340

道路 直轄 鹿児島226号交通安全対策 指宿市 180

道路 直轄 市道隈之城・高城線　天大橋　修繕代行事業 薩摩川内市 370

道路 直轄 鹿児島3号電線共同溝
薩摩川内市、鹿児島
市 280

道路 直轄 鹿児島225号電線共同溝 鹿児島市 131

道路 補助 国道504号溝辺道路 霧島市 500

道路 補助 国道504号広瀬道路 さつま町 1,620

道路 補助 国道504号宮之城道路 さつま町 30

道路 補助 国道504号阿久根高尾野道路 出水市、阿久根市 870

道路 補助 国道504号西光寺拡幅 霧島市 1,000

道路 補助 国道447号真幸・青木バイパス 伊佐市 29

道路 補助 （主）鹿屋吾平佐多線　吾平道路 鹿屋市 500

道路 補助 （主）鹿屋吾平佐多線　吾平大根占田代道路 鹿屋市、錦江町 1,000

道路 補助 （主）志布志福山線　志布志道路 志布志市 1,100

道路 補助 道路メンテナンス事業（鹿児島県内） 6,626

道路 補助 土砂災害対策道路事業
南九州市、日置市、
いちき串木野市、霧
島市、南大隅町

96

道路 補助 鹿児島県無電柱化推進計画事業
鹿児島市、和泊町、
与論町 290

道路 補助 交通安全対策（地区内連携） 南種子町 50

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 3,366 港空－１６

港湾 直轄 鹿児島港予防保全事業 鹿児島市 70

港湾 直轄 志布志港若浜地区防波堤(沖)(改良)整備事業 志布志市 200

港湾 直轄 志布志港ふ頭再編改良事業 志布志市 400 港空－１７

港湾 直轄 志布志港新若浜地区国際物流ターミナル整備事業 志布志市 100

港湾 直轄 川内港唐浜地国際物流ターミナル整備事業 薩摩川内市 380 港空－１８

港湾 補助 川内港唐浜地区国内物流ターミナル整備事業 薩摩川内市 257

港湾 補助 川内港予防保全事業 薩摩川内市 150

港湾 補助 川内港カーボンニュートラルポート形成計画策定費補助 薩摩川内市 5

港湾 直轄 西之表港洲之崎地区複合一貫輸送ターミナル整備事業 西之表市 150 港空－１９



港湾 補助 西之表港中央地区複合一貫輸送ターミナル整備事業 西之表市 625

港湾 直轄 名瀬港立神地区防波堤改良事業 奄美市 500

港湾 直轄 名瀬港予防保全事業 奄美市 363

港湾 補助 和泊港和泊地区離島ターミナル整備事業 大島郡和泊町 650

港湾 補助 港湾メンテナンス事業（鹿児島県内） － 371

海岸 直轄 指宿港海岸直轄海岸保全施設整備事業 指宿市 660 港空－２１

海岸 補助 海岸メンテナンス事業（鹿児島県内） － 344

空港 直轄 鹿児島空港整備事業 霧島市 911

都市 補助 加治木中心拠点地区都市構造再編集中支援事業 姶良市 749

住宅 補助 原良・武岡等周辺地区地域居住機能再生推進事業 鹿児島市 492

都市 補助 天辰第二地区土地区画整理事業 薩摩川内市 ※３ 建政－１２

都市 補助 谷山第三地区土地区画整理事業 鹿児島市 ※３

都市 補助 谷山駅周辺地区土地区画整理事業 鹿児島市 ※３

住宅 補助 浜町1番街区優良建築物等整備事業 鹿児島市 ※３

営繕 直轄 鹿児島第3地方合同庁舎 鹿児島市 1,240 営繕-2

※１　各水系における県内の施行市町村　
※２　各水系における事業費の合計
※３　社会資本整備総合交付金の内数

港空－２０



■完成（供用）事業箇所（部分完成・部分供用含む）

区分
直轄・
補助 事業名 市町村名

R4事業費
（百万円）

参考資料
ページ

港湾 直轄 下関港国際クルーズ拠点整備事業 下関市 1,000 港空－１

■継続事業

区分
直轄・
補助 事業名 市町村名

R4事業費
（百万円）

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 270

港湾 直轄 下関港予防保全事業 下関市 200

港湾 直轄 関門航路開発保全航路整備事業 － 3,360

海岸 直轄 下関港海岸直轄海岸保全施設整備事業 下関市 1,224 港空－２

山口県（下関市）における事業一覧
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＜道路調査の流れ＞

下関北九州道路については、計画の具体化に向け、山口県及び福岡県等の関係自治体と協力しつつ、

都市計画・環境アセスメントを進めるための調査を実施します。

国道３号広川～八女については、詳細な構造を検討するための現地調査等を推進します。

その他の未整備区間についても、当該地域の交通状況、社会経済状況や道路網の課題等を調査し、

優先区間の検討や地域の道路網の中での必要性・整備効果の整理等を進めます。

また、渋滞や交通安全など、地域における道路交通に関する課題、サービスレベルを把握するための

データ収集・分析等を行うとともに、路線の必要性、緊急性、妥当性に関する基礎的な調査を実施します。

山口県・福岡県 下関北九州道路 （道路－３１）

福岡県 国道３号 広川～八女

福岡県 国道２０１号 香春～行橋

宮崎県 国道１０号 住吉道路

福岡県 西九州自動車道 二丈～二丈鹿家

長崎県 東彼杵道路

熊本県 中九州横断道路 熊本北～下硯川（熊本環状連絡道路） （道路－３２）

大分県 中九州横断道路 大分～犬飼

しものせききたきゅうしゅう

す み よ し

に じ ょ う に じ ょ う し か か

ひ が し そ の ぎ

しものせききたきゅうしゅう

ひろかわ や め

か わ ら ゆ く は し

おおいた いぬかい

ひ ろ か わ や め

しも す ずり かわ

都市計画・環境アセスメントを進めるための調査

概略ルート・構造の検討（計画段階評価を進めるための調査）

令和４年度の道路調査の見通しについて（ネットワーク）

個別路線の事業化に向けて、ルート・構造検討に係る調査等を進めます。
主な調査箇所は、下記の通りです。

【主な調査箇所】

く ま も と き た



 

 

令和４年度の道路調査の見通しについて（交通拠点） 

 

 

長崎市中心部、西鉄久留米駅周辺において、関係自治体と連携し、地域の意向を把

握しつつ、交通拠点における機能強化の必要性等の調査を実施します。 

 

 また、地域における道路交通に関する課題を把握するためのデータ収集・分析等を

行うとともに、道路ネットワークにおける拠点の機能強化の必要性、緊急性、妥当性

に関する基礎的な調査を実施します。 

 

 

＜交通拠点の調査の流れ＞ 

 

 

 

新規事業化

交通拠点における機能強化の必要性等の調査
・交通拠点の課題や機能強化の必要性
・課題を踏まえ求められる機能・役割の方向性 等

交通拠点の機能強化に関する事業計画の検討
・交通ターミナルの施設配置計画
・官民の事業区分・役割分担 等

事業計画の策定

交通拠点の機能強化に関する整備方針の検討
・交通拠点計画の対象範囲
・整備イメージ（交通ターミナルの位置など） 等

地域の交通課題の調査



令和４年度 主な道路調査の見通し箇所

国道 10 号 住吉道路
すみよし

下関北九州道路
しものせき きたきゅうしゅう

国道 201 号 香春～行橋
か わら ゆ く は し

中九州横断道路
大分～犬飼
おおいた い ぬ か い

西鉄久留米駅周辺
にして つ く る め

国道 3 号 広川～八女
ひろかわ や め

西九州自動車道
二丈～二丈鹿家
に じょう に じょう し か か

長崎市中心部
ながさ き

中九州横断道路
熊本北～下硯川

（熊本環状連絡道路）

しもすずりかわ

※令和4年4月1日時点
※未開通区間のＩＣ名は仮称

　 　

　 　

凡　　例

　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

：都市計画・環境アセスメントを進めるための調査

：概略ルート・構造の検討（計画段階評価を進めるための調査）

： 交通拠点における機能強化の必要性等の調査

： R4年度新規着手箇所

東彼杵道路
ひがしそ の ぎ

く ま も と き た



【渋滞対策の流れ】

２．主な事業箇所・事業内容

各県単位で、道路管理者、警察等
が地域の主要渋滞箇所を特定し、ソ
フト・ハードを含めた対策を検討・
実施するため、渋滞対策協議会を設
置しています。

この渋滞対策協議会とトラックや
バス、タクシー・ハイヤー等の利用
者団体が連携を強化し、利用者の視
点で渋滞箇所を特定した上で、速効
性のある渋滞対策を実施します。

１．概要

官民連携による渋滞対策の推進

国道10号流川通り交差点（大分県別府市）

<<停止線の前出しを予定>>

<<路肩拡幅を予定>>

国道10号高鍋町菖蒲池交差点（宮崎県高鍋町） 国道225号産業道路入口交差点（鹿児島県鹿児島市）

<<停止線の前出し、路面標示の見直しを予定>>

国道57号鷲崎交差点（長崎県諫早市）

<<右折レーンの延伸を予定>>

国道3号高下西町交差点（熊本県八代市）

<<停止線の前出しを予定>>

国道34号鳥栖市一本松交差点（佐賀県鳥栖市）

<<右折誘導帯の設置を予定>>

国道209号免許試験場交差点（福岡県筑後市）

<<停止線の前出しを予定>>



令和４年度新規事業化箇所（道路関係補助事業） 

※交付金事業として既に着手しており、令和 4年度より補助事業に移行する事業を含みます 

 

（１）地域高規格道路 

番号 所在地 路線名・箇所 配分額 

①  長崎県 国道 206号（西彼杵
に し そ の ぎ

道路）大串
おおぐし

白
し ら

似
に

田
た

バイパス 50 

②  熊本市 （一）砂原四方寄
す な は ら よ も ぎ

線（熊本
くまもと

環状
かんじょう

道路）砂原
すなはら

工区 125 

（注）事業費ベース 

 

（２）ＩＣアクセス道路 

番号 所在地 路線名・箇所 配分額 

①  宮崎県 国道 503号 飯干
いいぼし

バイパス 40 

②  長崎県 （主）佐々
さ ざ

鹿町
しかまち

江迎
えむかえ

線 鹿町
しかまち

工区 225 

（注）事業費ベース 

 

（３）個別補助制度の創設（交通安全対策補助制度（通学路緊急対策）） 

番号 所在地 路線名・箇所 配分額 

①  福岡県 交通安全対策（通学路緊急対策） 2,230 

②  佐賀県 交通安全対策（通学路緊急対策） 2,361 

③  長崎県 交通安全対策（通学路緊急対策） 2,612 

④  熊本県 交通安全対策（通学路緊急対策） 2,842 

⑤  大分県 交通安全対策（通学路緊急対策） 7,260 

⑥  宮崎県 交通安全対策（通学路緊急対策） 2,053 

⑦  鹿児島県 交通安全対策（通学路緊急対策） 3,811 

⑧  北九州市 交通安全対策（通学路緊急対策） 49 

⑨  福岡市 交通安全対策（通学路緊急対策） 10 

（注）事業費ベース 

（単位：百万円） 



○ 千葉県八街市における交通事故を受けて実施した通学路合同点検に基づき、ソフト対策の強化とあわせて実施
する交通安全対策について、計画的かつ集中的な支援を可能とする個別補助制度を創設する。

■ 交通安全対策補助制度（通学路緊急対策）の創設 通学路緊急対策

 通学路合同点検の結果、抽出された対策必要箇所に
おける道路管理者による交通安全対策が対象

歩道・防護柵の整備

対策前 対策後

○ 令和3年6月28日、千葉県八街市において、下校中の小学生の列に
トラックが衝突し、５名が死傷した交通事故を受け、「通学路等における
交通安全の確保及び飲酒運転の根絶に係る緊急対策（令和3年8月4日
関係閣僚会議決定）」に基づく通学路合同点検を実施。

○ 点検により抽出された対策必要箇所数は、全国で約7万2千箇所であり、
道路管理者による対策必要箇所数は約3万7千箇所（令和3年10月末時点）。

○ 対策必要箇所における交通安全対策について、速度規制や通学路の
変更などソフト面での対策を組み合わせつつ、可能なものから速やかに
実施することとなっており、早急に対策を実施できるよう地方公共団体
に対して計画的かつ集中的な支援が必要。

スムーズ横断歩道※の設置

対策前 対策後
※横断歩道部の盛り上げ（ハンプ） →横断箇所の認識向上＋進入速度抑制

個別補助制度の創設＜交通安全対策補助制度（通学路緊急対策）＞

 通学路合同点検に基づき、ソフト対策の強化と合わせて実施する交
通安全対策に対し、計画的かつ集中的に支援 [補助期間：５年程度(R4～)]

通学路合同点検の状況
道路管理者による対策

関係機関等によるソフト対策

【 市道路管理者】
狭さくの設置

【市道路管理者】
歩道・防護柵の整備

【市道路管理者】
スムーズ横断歩道の設置

【小学校】
通学路の変更

【ボランティア】
見守り活動

【警察（公安委員会）】
時間帯車両通行禁止

【警察（公安委員会）】
速度規制・取り締まり

対策必要箇所の抽出には、ETC2.0により得られる
ビッグデータやヒヤリハットマップ等も活用

狭さくの設置

対策前 対策後



主な個別補助制度①

道路メンテナンス事業補助制度

○○市
橋梁

長寿命化修繕計画
【個別施設計画】

○○市
トンネル

長寿命化修繕計画
【個別施設計画】

○○市
道路附属物等
長寿命化修繕計画
【個別施設計画】

橋梁 トンネル 道路附属物等

無電柱化推進計画事業補助制度

「無電柱化の推進に関する法律」に基づき国により策定された「無電柱
化推進計画」に定めた目標の確実な達成を図るため、地方公共団体に
おいて定める推進計画に基づく事業を計画的かつ集中的に支援

広域ネットワークを形成する等の性質に鑑みた地域高規格道路の整備及び、国土交通大臣が物流上重要な道路輸送網として指定する「重要物流道路」の
整備について計画的かつ集中的に支援

物流の効率化など生産性向上に資する空港・港湾等へのアク
セス道路の整備について計画的かつ集中的に支援

IC・空港・港湾等アクセス道路補助イメージ

港湾への
アクセス道路

空港への
アクセス道路

貨物駅への
アクセス道路

国際戦略港湾
国際拠点港湾重要港湾

ジェット化空港

ICへの
アクセス道路

貨物コンテナ取扱駅

IC

都府県境道路整備補助イメージ

高規格幹線道路、地域高規格道路、スマートＩＣの整備と併
せて行われる、地方公共団体におけるＩＣアクセス道路の整
備について計画的かつ集中的に支援

都府県境を跨ぐ構造物の整備を伴う道路の整備について計画
的かつ集中的に支援

高規格道路・ICアクセス道路等補助制度

道路の点検結果を踏まえ策定される長寿命化修繕計画に基づき実施され
る道路メンテナンス事業（橋梁、トンネル等の修繕、更新、撤去等）に
対し計画的かつ集中的に支援

良好な景観の形成

緊急輸送道路等の防災性の向上

整備前 整備後

参道に張り巡らされる電線

電柱倒壊による道路閉塞

災害拠点病院

官公庁

観光地

学校

緊急輸送道路

バリアフリー

電柱が車いすの通行を阻害

整備前 整備後

良好な景観記載内容
・老朽化対策方針
・新技術活用方針
・費用縮減方針
・施設名 ・延長 ・判定区分
・点検・修繕実施年度
・修繕内容 ・対策費用 等

記載内容
・老朽化対策方針
・新技術活用方針
・費用縮減方針
・施設名 ・延長 ・判定区分
・点検・修繕実施年度
・修繕内容 ・対策費用 等

記載内容
・老朽化対策方針
・新技術活用方針
・費用縮減方針
・施設名 ・延長 ・判定区分
・点検・修繕実施年度
・修繕内容 ・対策費用 等



踏切道改良計画事業補助制度

交通安全対策補助制度

踏切拡幅

踏切周辺対策

単独立体交差

歩行者等立体横断施設

交通事故の防止と駅周辺の歩行者等の交通利便性の確保を図るため、
踏切道改良促進法に基づき改良すべき踏切道に指定された踏切道の
対策について計画的かつ集中的に支援

土砂災害対策道路事業補助制度

重要物流道路等において、砂防事業と連携し
実施する土砂災害対策事業に対し計画的かつ
集中的に支援

主な個別補助制度②

通学路緊急対策（R4創設）
通学路の安全を早急に確保するため、千葉県八
街市における交通事故を受けて実施した通学路
合同点検に基づき、ソフト対策の強化とあわせ
て実施する交通安全対策について計画的かつ集
中的に支援

地区内連携
一定の区域において関係行政機関等や関係住民
の代表者等との間での合意に基づき実施する交
通安全対策を計画的かつ集中的に支援

防護柵の設置 車線の拡幅・歩道の整備ハンプの設置

道路管理者による対策

関係機関等によるソフト対策

【 市道路管理者】
物理的デバイスの設置

【市道路管理者】
歩道・防護柵の整備

【県道路管理者】
右折レーンの整備
（通り抜け車両の抑制）

【小学校】
通学路の変更

【ボランティア】
見守り活動

【警察（公安委員会）】
時間帯車両通行禁止

【警察（公安委員会）】
速度規制・取り締まり

交通安全対策補助制度（通学路緊急対策）イメージ

連続立体交差事業補助制度

踏切を除去

道路と鉄道の交差部が連続する鉄道の一定区間を高架化又は地下化する
ことで、交通の円滑化と分断された市街地の一体化による都市の活性化
に資する事業を計画的かつ集中的に支援

整備前 整備後

踏切を除去

踏切を除去

重要物流道路等

小規模化

土砂崩壊等発生危険箇所

道路単独の
土砂災害対策事業

砂防事業と連携した
土砂災害対策施設の整備



■社会資本総合整備計画（県・政令市が管理する令和４年度開通予定の主な道路を含むもの）

社会資本総合整備計画

計画名 事業主体 事業実施箇所 事業名
延長
（ｋｍ）

第２期地域活性化を支援する交流・物流拠点ア
クセス道路整備

熊本県 天草市 (主)本渡牛深線(下平工区) 0.60 社総交

第２期地域活性化を支援する交流・物流拠点ア
クセス道路整備

熊本県 菊池市 (一)日生野隈府線(上木庭工区) 0.70 社総交

第２期地域活性化を支援する交流・物流拠点ア
クセス道路整備

熊本県 津奈木町 (主)水俣田浦線(福浦２工区) 1.70 社総交

第２期　安心安全を実現する通学路の要対策箇
所における安全性の確保（防災・安全）

熊本県 菊陽町 (一)辛川鹿本線（辛川工区） 0.20 防安交

第２期　安心安全を実現する通学路の要対策箇
所における安全性の確保（防災・安全）

熊本県 天草市 (主)本渡五和線（城河原） 0.56 防安交

第２期　安心安全を実現する通学路の要対策箇
所における安全性の確保（防災・安全）

熊本県 美里町 （国）218号（霊台橋工区） 0.09 防安交

大分県の交通・物流を支える強くしなやかな道
路ネットワーク等の整備

大分県 津久見市 （一）四浦日代線・仙水工区（強靭化） 0.60 防安交

大分県の交通・物流を支える強くしなやかな道
路ネットワーク等の整備

大分県 豊後大野市 （主）三重弥生線・松尾２工区（強靭化） 1.05 防安交

大分県の交通・物流を支える強くしなやかな道
路ネットワーク等の整備

大分県 豊後大野市 （主）緒方高千穂線・上冬原工区（強靭化） 1.20 防安交

大分県の交通・物流を支える強くしなやかな道
路ネットワーク等の整備

大分県 竹田市 （国）442号・久住拡幅Ⅱ（強靭化） 2.00 防安交

大分県の交通・物流を支える強くしなやかな道
路ネットワーク等の整備

大分県 竹田市 （一）白丹竹田線・下志土知工区（強靭化） 0.93 防安交

大分県の交通・物流を支える強くしなやかな道
路ネットワーク等の整備

大分県 豊後高田市 （主）豊後高田安岐線・小田原工区（強靭化） 0.98 防安交

大分県の交通・物流を支える強くしなやかな道
路ネットワーク等の整備

大分県 杵築市 （主）山香院内線・恒道工区（強靭化） 0.60 防安交

安全・安心で快適な通学路及び自転車利用空間
が確保された道づくり

福岡市 早良区 （一）周船寺有田線　有田工区 0.40 防安交

安全・安心で快適な通学路及び自転車利用空間
が確保された道づくり

福岡市 西区 （主）福岡志摩線　横浜工区 0.90 防安交

災害に強く市民の安全・安心を支える道づくり 福岡市 西区 （１）千代今宿線　興徳寺橋 1橋 防安交

交付金別
（社会資本整備総合
交付金、防災・安全

交付金）

うち令和４年度に開通を予定している主な道路
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