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直轄事業の事業計画（三重県関連分）［予定］について 

 

 

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

さて、当局の令和３年度政府予算案における事業計画［予定］のうち、三重県関連分について

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 事業調整係 

 （河      川）河川部 河川計画課 計画第一係 

 （道      路）道路部 道路計画課 計画第一係 

 （公      園）建政部 都市整備課 公園係 

 （港湾・空港）港湾空港部 港湾計画課 計画係 



令和３年度 三重県における事業計画（Ｒ３．２）（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 6,863,100 2,287,698

（一般河川改修事業）

木曽川下流
直轄管理区間　L=39.5km
（木曽川他　高潮堤防、築堤・護
岸他）

木曽川　670
長良川1,174
揖斐川1,243

2,865,700 955,233
背割堤（上）地区：河道掘削V=49千m3
加路戸地区：築堤護岸L=179m、水門改築N=1基
鎌ヶ地地区：堤防の耐震対策（地盤改良工）L=670ｍ　等

源緑、松蔭・白鶏・城南：堤防の耐震対策
　　　　　　　　　　　　　　　（令和7年度以降完成予定）
福原地区：河道掘削（令和7年度以降完成予定）　等

1.3～13

鈴鹿川
直轄管理区間　L=41.2km
（鈴鹿川　高潮堤防他）

471 1,300,000 433,333

北一色地区：浸透対策L=1,077m
和泉地区：浸透対策L=686m
高岡地区：河道掘削V=5千m3
派川左岸高潮地区：樹木伐採A=5千m、河道掘削V=44千m3
釆女地区：河道掘削V=8千m3
塩浜地区：河道掘削V=75千m3 、低水護岸L=500m　等

塩浜地区：河道掘削（令和7年度以降完成予定）　等 1.5～18

雲出川
直轄管理区間　L=28.5km
（雲出川　河道掘削、高潮堤防
他）

304 1,446,200 482,066

木造地区：浸透対策L=1,884m
島貫地区：河道掘削V=50千m3
高峯・川原地区：築堤護岸L=400m、用地A=0.05ha
中川地区：河道掘削V=19千m3　等

舞出地区：浸透対策（令和3年度完成予定）　等 0.02～8.3

櫛田川
直轄管理区間　L=24.4km
（櫛田川　高潮堤防他）

147 187,000 62,333 清水地区：築堤護岸L=110m、用地A=0.1ha　等 清水地区：築堤（令和7年度以降完成予定）　等 0.02～2.1

宮川
直轄管理区間　L=22.6km
（宮川　高潮堤防他）

147 1,064,200 354,733

小俣地区：築堤護岸　L＝200m
大湊地区：堤防の耐震対策（地盤改良工）L＝40m
田尻・河崎地区：河道掘削V=14千m3、
　　　　　　　　　　排水機場ポンプ増強N=1基、用地A=0.01ha　等

田尻・河崎地区：排水機場ポンプ増強　　等 10～15

（目）河川工作物関連応急対策事業費 53,000 17,666

鈴鹿川
直轄管理区間　L=41.2km
排水機場等改善

1.9 - - － 河原田排水機場：原動機更新（令和3年度完成予定） - ～ 1.9

雲出川
直轄管理区間　L=28.5km
樋門樋管等改善

- 17,000 5,666 落工圦排水ひ管：開閉装置改善 － －

櫛田川
直轄管理区間　L=24.4km
樋門樋管等改善

- 18,000 6,000 朝長第一排水ひ管：開閉装置改善 － －

宮川
直轄管理区間L=22.6km
樋門樋管等改善

- 18,000 6,000 通排水ひ管：ゲート改善 － －

令和2年度当初予算（千円）
令和2年度事業内容 令和3年度事業内容

令和3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）



令和３年度 三重県における事業計画（Ｒ３．２）（水管理・国土保全局関係）

工事関係費 地方負担額

令和2年度当初予算（千円）
令和2年度事業内容 令和3年度事業内容

令和3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）

（項）都市水環境整備事業費

（目）総合水系環境整備事業費 49,600 24,800

木曾川水系
直轄管理区間　L=250.9km
（自然再生、水辺整備）

186 30,000 15,000 木曽･揖斐川河口部地区:養浜工6,000m3　等 木曽･揖斐川河口部地区：養浜工（令和7年度以降完成予定）等 0.01 ～ 0.4

櫛田川水系
直轄管理区間　L=24.4km
（自然再生）

4 18,600 9,300 東黒部地区:モニタリング調査　 1式　等 東黒部地区：モニタリング調査（令和5年度完成予定）　等 －～ 0.2

宮川水系
直轄管理区間　L=22.6km
（水辺整備）

15 1,000 500 昼田地区:モニタリング調査　1式 昼田地区：モニタリング調査（令和3年度完成予定）　 0.04億円程度

ダム事業

（項）多目的ダム建設事業費

（目）木曽川新丸山ダム建設費 880,122 264,036

木曽川新丸山ダム
堤高=118.4ｍ・堤頂長=340.6ｍ
国道418号、
県道井尻八百津線付替他

2,000 880,122 264,036 本体工事、転流工工事、付替道路工事　等 本体工事、転流工工事、付替道路工事　等 7.6
令和7年度以降完成予
定

砂防事業

（項）砂防事業費

（目）砂防事業費 169,896 56,632

越美山系 流域面積　A=873km² 611 169,896 56,632

高地谷第１砂防堰堤
大谷川第３砂防堰堤
揖斐川流木対策
百々之木谷第１砂防堰堤
下谷第２砂防堰堤
三倉大谷第１砂防堰堤
ナンノ谷砂防堰堤１号改築
ナンノ谷砂防堰堤２号改築
村之谷第１砂防堰堤
堂洞第１砂防堰堤
揖斐川砂防施設改築
奥ノ洞砂防堰堤工群
バンタ川第１砂防堰堤
浅又川第１砂防堰堤改築
西津汲第２砂防堰堤
北ノ谷砂防堰堤工群
砂防堰堤設計、用地取得5.1ha　等

高地谷第１砂防堰堤（令和3年度完成予定）
大谷川第３砂防堰堤（令和3年度完成予定）
揖斐川流木対策（令和5年度完成予定）
百々之木谷第１砂防堰堤（令和3年度完成予定）
下谷第２砂防堰堤（令和4年度完成予定）
三倉大谷第１砂防堰堤（令和4年度完成予定）
ナンノ谷砂防堰堤１号改築（令和6年度完成予定）
ナンノ谷砂防堰堤２号改築（令和7年度以降完成予定）
村之谷第１砂防堰堤（令和4年度完成予定）
堂洞第１砂防堰堤（令和3年度完成予定）
揖斐川砂防施設改築（令和7年度以降完成予定）
奥ノ洞砂防堰堤工群（令和5年度完成予定）
バンタ川第１砂防堰堤（令和7年度以降完成予定）
西津汲第２砂防堰堤（令和7年度以降完成予定）
北ノ谷砂防堰堤工群（令和7年度以降完成予定）　等

0.7～1.9



令和３年度 三重県における事業計画（Ｒ３．２）（水管理・国土保全局関係）

工事関係費 地方負担額

令和2年度当初予算（千円）
令和2年度事業内容 令和3年度事業内容

令和3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）

災害復旧事業

（項）河川等災害復旧事業費

（目）河川等災害復旧費（河川　元年災） 44,000 14,652

櫛田川 西黒部地区　護岸L=60m 1.6 44,000 14,652 西黒部地区　護岸L=16m － －

8,059,718 2,665,484

（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



令和3年度　三重県における事業計画（R3年2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

国道1号 桑名東部拡幅 L=3.9km 513 1,240 413

【桑名市長島町又木～桑名市北浜町】
・調査設計
・用地買収
・改良工、橋梁下部工

【桑名市長島町又木～桑名市北浜町】
・調査設計
・橋梁下部工

21～24億円程度

国道1号 北勢バイパス L=21.0km 1,390 3,240 1,080

【（市）日永八郷線～国道477号バイパス】
・調査設計
・移転補償
・改良工、橋梁上部工、トンネル工

【国道477号バイパス～四日市市釆女町】
・調査設計

【（市）日永八郷線～国道477号バイパス】
・調査設計
・トンネル工、＜改良工＞、＜橋梁上部工＞

【国道477号バイパス～四日市市釆女町】
・＜調査設計＞

23～34億円程度

国道1号 関バイパス L=2.5km 250 10 3
【亀山市太岡寺町～亀山市関町鷲山】
・調査設計

【亀山市太岡寺町～亀山市関町鷲山】
・＜調査設計＞

－～1億円程度

国道23号 鈴鹿四日市道路 L=7.5km 840 50 17
【四日市市釆女町～鈴鹿市稲生町】
・調査設計

【四日市市釆女町～鈴鹿市稲生町】
・＜調査設計＞

－～4億円程度

国道23号 中勢道路 L=33.8km 1,955 4,540 1,513

【鈴鹿市北玉垣町～鈴鹿市野町】
・調査設計
・移転補償
・改良工、橋梁上下部工

【津市大里窪田町】
・調査設計

【鈴鹿市北玉垣町～鈴鹿市野町】
・調査設計
・＜移転補償＞
・改良工、橋梁上部工

【津市大里窪田町】
・＜調査設計＞

27～39億円程度

国道42号 松阪多気バイパス L=11.9km 550 940 313

【松阪市上川町】
・側道整備工

【松阪市朝田町～松阪市上川町】
・調査設計
・改良工、橋梁下部工

【松阪市八太町～松阪市射和町】
・調査設計

【松阪市上川町】
・側道整備工

【松阪市朝田町～松阪市上川町】
・＜調査設計＞
・改良工、橋梁下部工

【松阪市八太町～松阪市射和町】
・＜調査設計＞

14～15億円程度

国道42号 熊野尾鷲道路（Ⅱ期） L=5.4km 380 4,570 1,523

【尾鷲北IC～尾鷲南IC】
・調査設計
・用地買収
・改良工、橋梁上下部工、トンネル工、舗装工

【尾鷲北IC～尾鷲南IC】
・調査設計
・改良工、トンネル設備工、舗装工

開通必要額
43～48億円程度

尾鷲北IC～尾鷲南IC
L=5.4km(2/2)
令和３年夏頃開通予定

国道42号 熊野道路 L=6.7km 350 1,940 647

【熊野大泊IC～熊野IC（仮称）】
・調査設計
・用地買収
・改良工、橋梁下部工

【熊野大泊IC～熊野IC（仮称）】
・調査設計
・用地買収
・改良工、橋梁下部工

17～23億円程度

国道42号 紀宝熊野道路 L=15.6km 849 340 113
【熊野IC（仮称）～紀宝IC（仮称）】
・調査設計
・用地買収

【熊野IC（仮称）～紀宝IC（仮称）】
・＜調査設計＞
・用地買収

1～6億円程度

Ｒ3年度予定事業内容 Ｒ3年度事業進捗見込み 備　　考路線名 箇所名 事業規模
R2年度当初

Ｒ2年度事業内容



令和3年度　三重県における事業計画（R3年2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
Ｒ3年度予定事業内容 Ｒ3年度事業進捗見込み 備　　考路線名 箇所名 事業規模

R2年度当初
Ｒ2年度事業内容

国道475号
東海環状自動車道
（養老～北勢）

L=18.0km 1,500 2,510 837

【養老IC～北勢IC（仮称）】
・調査設計
・用地買収
・改良工、橋梁下部工

【養老IC～北勢IC（仮称）】
・調査設計
・用地買収
・改良工、橋梁下部工

開通必要額
26～29億円程度

養老IC～北勢IC（仮称）
L=18.0km（2/4）
令和8年度開通見込み
（用地取得等が順調な場合）

国道475号
東海環状自動車道
（北勢～四日市）

L=14.4km 1,639 1,440 480

【北勢IC（仮称）～大安IC】
・調査設計
・用地買収
・橋梁下部工

【北勢IC（仮称）～大安IC】
・調査設計
・移転補償
・改良工、橋梁上下部工

開通必要額
30～34億円程度

北勢IC（仮称）～大安IC
L=6.6km(2/4)
令和6年度開通見込み
（財投活用による整備加速箇所）

計 20,820 6,940 残事業費：約3,350億円

(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）Ｒ3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）備考欄の残事業費は、令和2年度補正投入時点である

(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については、事業区間全体の事業規模、事業費を記載している

(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

(注）今後、新規事業箇所を追加する場合がある



令和3年度　三重県における事業計画（R3年2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23号 - - 100 33 三重23号北部・中部環境対策 三重23号北部・中部環境対策 －～1億円程度

(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

路線名 事業規模
R2年度当初

Ｒ2年度事業内容 Ｒ3年度予定事業内容 Ｒ3年度事業進捗見込み 備　　考



令和３年度　三重県における事業計画（R3年2月）　（道路関係〔直轄〕）

（単位：百万円）

事業費 負担金

ー ー 1,395 465

中勢津地区事故対策
板屋IC改良
大泊地区事故対策
等

中勢津地区事故対策
板屋IC改良
御浜紀宝地区自転車通行空間整備
等

ー ー 1,131 523 道路標識、防護柵、区画線　等 道路標識、防護柵、区画線　等

ー ー ー ー － － －

ー ー 917 459

富士電線共同溝
伊勢北電線共同溝
熊野木本電線共同溝
等

富士電線共同溝
伊勢南電線共同溝
熊野木本電線共同溝
等

 

3,443 1,447   

(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

Ｒ３年度事業進捗見込み事業規模
全体事業費

（億円）

Ｒ２年度当初
Ｒ２年度事業 Ｒ３年度予定事業

国道1号
国道23号
国道42号

備　　考

交通安全事業
（Ⅰ種）

国道23号
国道25号
国道42号
等

15～31億円程度

交通安全事業
（Ⅱ種）

近畿自動車道紀勢線
国道1号
国道23号
等

共同溝事業 ー

電線共同溝事業

箇所名等



令和3年度　三重県における事業計画（R3年2月）（公園関係）

負担基本額 負担額
国営公園等事業

国営公園等整備費

国営木曽三川公園

計画面積：
6,087ha

供用面積：
290ha

822 252 85

【工事】
・「桑名七里の渡し公園」
　管理施設整備

　　　　　　　　　　　　　　　　　等

【用地】
・「桑名七里の渡し公園」
　用地取得
　　　　　　　　　　　　　　　　等

0.9～2.2
・令和10年代後半
   完成予定

（注1）R3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。
（注2）R3年度事業進捗見込みの額については、公園全体の事業進捗見込みの額に負担割合（平成28年3月30日時点）を乗じた額を記載している。

R3年度事業進捗見込み
（億円）（注2）

備考対象科目 全体事業規模
全体事業費
（億円）

R2年度当初（百万円）
R2年度事業内容 R3年度予定事業内容（注1）



【海岸事業】

令和2年度 令和3年度予定 令和3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）

津松阪港海岸
津松阪港海岸直轄海岸保全施
設整備事業

160 1,458 486 堤防(改良) 堤防(改良) 5 ～ 11億円程度
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

(注)令和3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。

※今後、事業箇所を追加する場合があります。

※「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。

令和3年度　三重県における事業計画（令和3年2月）（海岸関係）

海岸名 プロジェクト名
全体事業費

（億円）

令和2年度当初
（百万円）

備考




