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直轄事業の事業計画（山口県関連分）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。 

 令和 4 年度事業計画のうち山口県関連分について、別紙のとおりお知らせ致します。 

 なお、事業計画は現時点における予定であり、今後変更があることを申し添えます。 

 



令和４年度当初予算　中国地方整備局における事業費　総括表
（単位：千円）

事業区分 負担基本額 地方負担額

河川関係 550,000 174,199

道路関係 13,026,000 4,292,961

港湾関係
（港湾海岸事業を含む。）

5,160,000 2,222,440

空港関係 0 0

合計 18,736,000 6,689,600

※端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。



令和４年度当初 山口県における事業計画（水管理・国土保全局関係）

（単位：千円）

工事費 測量設計費 用地費及補償費 船舶及機械器具費 附帯工事費 事業委託費 事業車両費 計

河川事業

（項）河川整備事業費

（目）河川改修費 95,000 239,000 183,000 10,500 0 0 2,500 530,000 166,066

（一般河川改修事業）

小瀬川 直轄管理区間　L=13.4ｋｍ 小瀬川水系
115

75,000 15,000 3,000 500 0 0 1,500 95,000 29,766 小川津地区：築堤L=100m、用地補償1式　等

＜負担基本額（他県分含む）
＞
177,000千円

<事業展開（他県分含む）>
小瀬川水系
令和5年度:　約 2億円
令和6年度:　約 2億円
令和7年度:　約 4億円
令和8年度:　約 4億円
令和9年度:　約 4億円

佐波川 直轄管理区間　L=27.9ｋｍ 183 20,000 224,000 180,000 10,000 0 0 1,000 435,000 136,300 真尾地区：用地取得A=5.0ha　等

<事業展開>
佐波川水系
令和5年度:　約 5億円
令和6年度:　約 5億円
令和7年度:　約 5億円
令和8年度:　約 5億円
令和9年度:　約 5億円

（目）河川工作物関連応急対策事業費 0 10,000 0 0 0 0 0 10,000 3,133

佐波川 直轄河川管理区間　L=27.9km
樋門樋管等改善

0.1 0 10,000 0 0 0 0 0 10,000 3,133 下佐野樋門ゲート改善　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 10,000 0 0 0 0 0 10,000 5,000

佐波川水系 直轄管理区間　L=27.9km
（水辺整備、自然再生、水環境）

15 0 10,000 0 0 0 0 0 10,000 5,000 新橋地区：事業評価１式

<事業展開>
佐波川水系
令和5年度:　約1億円未満
令和6年度:　約1億円未満
令和7年度:　約1億円未満
令和8年度:　約1億円未満

95,000 259,000 183,000 10,500 0 0 2,500 550,000 174,199

（注）　「負担基本額」の欄については、当該都道府県の負担対象となる額を記載しています。

複数都府県間でアロケーションがなされる事業の「全体事業費」は他都府県分を含む額を記載しています。

河川事業等の整備内容については、20～30年後までに順次完成することを目途としています。

事業展開は、原則、事業が一定程度進捗し、当面の段階的な整備により完成予定（部分完成予定を含む）としている事業を記載対象としています。

事　　業　　種　　別 箇　　所　　名 全体事業規模
全体事業費
（億円）

負　　担　　基　　本　　額
地方負担額 令和4年度事業内容 備　　考

合　　　　　　　　　計

全体事業費、事業展開については、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。















令和4年度当初　徳山下松港（港湾管理者：山口県）における事業内容等　（港湾関係） （様式１）

港湾整備事業 （単位：千円）

工事費
測　量
設計費

用地費及
補償費

船舶及機
械器具費

附　帯
工事費

事　業
車両費

徳山下松港 ～国際物流ターミナル整備事業～

下松地区

<0> <0> <0>

(1,080,000) (1,080,000) (468,180)

2,718,958 153,693 0 27,149 0 200 2,900,000 1,257,150

徳山地区

539,426 43,546 0 6,974 0 54 590,000 255,765

0

0

31,396 17,899 0 604 0 101 50,000 21,675

新南陽地区

5,713 81,934 0 12,308 0 45 100,000 43,350

<0> <0> <0> <0>

(1,080,000) (1,080,000) (468,180)

3,295,493 297,072 0 47,035 0 400 3,640,000 1,577,940

(     )書きは令和4年度国債の令和4年度支出分で内数
（注1） 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。
（注2） 「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。
（注3） 地方負担額は令和4年度山口県の開発指定事業に係る国の負担割合の引上率（1.03）で補正済みの金額です。

負担基本額

地　方
負担額

事業内容 備考
内訳

計

L=110m

港名 施設名 事業規模
全体事業費
（億円）

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（注２）が
整った段階で確定予定

桟橋(-19m) L=390m

航路・泊地(-14m) A=210,000m2
付帯施設工　1式
調査　1式

450

岸壁(-12m)

本体工　1式
上部工　1式
舗装工　1式

岸壁(-14m)
本体工　1式
基礎工　1式

計

L=80m 調査　1式



令和4年度当初　岩国港（港湾管理者：山口県）における事業内容等　（港湾関係） （様式１）

港湾整備事業 （単位：千円）

工事費
測　量
設計費

用地費及
補償費

船舶及機
械器具費

附　帯
工事費

事　業
車両費

岩国港 ～装束～室の木地区臨港道路整備事業～

装束～室の木地区

<540,000> <540,000> <234,090>

(120,000) (120,000) (52,020)

860,985 225,001 1,000 12,984 0 30 1,100,000 476,850

<540,000> <540,000> <234,090>

(120,000) (120,000) (52,020)

860,985 225,001 1,000 12,984 0 30 1,100,000 476,850

<     >書きは令和3年度国債の令和4年度支出分で内数
(     )書きは令和4年度国債の令和4年度支出分で内数
（注1） 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。
（注2） 「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。
（注3） 地方負担額は令和4年度山口県の開発指定事業に係る国の負担割合の引上率（1.03）で補正済みの金額です。

港名 施設名 事業規模
全体事業費
（億円）

負担基本額

事業内容 備考
内訳

計
地　方
負担額

229

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（注２）が
整った段階で確定予定

臨港道路
2車線×
L=2,900m

橋梁上部工　1式

計



令和4年度当初　宇部港（港湾管理者：山口県）における事業内容等　（港湾関係） （様式１）

港湾整備事業 （単位：千円）

工事費
測　量
設計費

用地費及
補償費

船舶及機
械器具費

附　帯
工事費

事　業
車両費

宇部港 ～本港地区航路・泊地整備事業～

本港地区

<240,000> <0> <240,000> <104,040>

270,159 26,005 0 3,536 0 300 300,000 130,050

<240,000> <0> <240,000> <104,040>

270,159 26,005 0 3,536 0 300 300,000 130,050

<     >書きは令和3年度国債の令和4年度支出分で内数
（注1） 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。
（注2） 地方負担額は令和4年度山口県の開発指定事業に係る国の負担割合の引上率（1.03）で補正済みの金額です。

地　方
負担額

事業内容 備考
内訳

計
港名 施設名 事業規模

全体事業費
（億円）

負担基本額

グラブ浚渫工　20,000m3

295 令和4年度完成予定

航路(-13m) A=1,124,300m2

計



令和4年度当初　油谷港（港湾管理者：山口県）における事業内容等　（港湾関係） （様式１）

港湾整備事業 （単位：千円）

工事費
測　量
設計費

用地費及
補償費

船舶及機
械器具費

附　帯
工事費

事　業
車両費

油谷港 ～唐崎地区防波堤整備事業～

唐崎地区

<75,000> <75,000> <23,500>

105,005 13,583 0 1,402 0 10 120,000 37,600

<75,000> <75,000> <23,500>

105,005 13,583 0 1,402 0 10 120,000 37,600

<     >書きは令和3年度国債の令和4年度支出分で内数
（注1） 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。
（注2） 「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。
（注3） 地方負担額は令和4年度山口県の開発指定事業に係る国の負担割合の引上率（1.03）で補正済みの金額です。

地　方
負担額

事業内容 備考
内訳

計
港名 施設名 事業規模

全体事業費
（億円）

負担基本額

捨石工　10,000m3

83

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（注２）が
整った段階で確定予定

防波堤(北) L=1,200m

計
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