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直轄事業の事業計画（島根県関連分）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５年度政府予算案に関する事業計画［予定］のうち、島根県関連分について、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５年度 島根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（河川都市基盤整備事業費を含む） 3,980,000 663,332

（一般河川改修事業）

高津川 直轄管理区間 L=20.0km 100 145,000 24,166 須子地区：河道掘削V=7千m3　等 須子地区：河道掘削、護岸（令和7年度完成予定）　等 0.07～1.7

江の川下流 直轄管理区間 L=86.3km
江の川水系

664
2,000,000 333,333

八神地区：築堤護岸L=145m、埋蔵文化財調査1式、用地取得
A=0.5ha
大貫地区：築堤護岸L=170m、用地取得A=1.2ha
川越地区：築堤護岸L=200ｍ、樋門N=1基、用地取得A=0.1ha
花河原地区、仁万瀬地区、大口地区：用地補償1式　等

八神地区：築堤護岸（令和9年度以降完成予定）　等 0.4～28

斐伊川 直轄管理区間 L=111.8km
斐伊川水系

1,415
1,835,000 305,833

大橋川地区：築堤護岸L=100m、橋梁架替N=1基、用地取得
A=2.1ha、用地補償1式　等

大橋川地区：築堤護岸（令和9年度以降完成予定）　等 6.5～23

（目）河川工作物関連応急対策事業費 90,000 14,999

高津川
直轄管理区間 L=20.0km
樋管等改善

0.8 － － －
中内田排水樋管　ゲート改善（令和5年度完成予定）
井谷排水機場遠隔化検討（令和5年度完成予定）　等

－～0.8

江の川下流
直轄管理区間 L=86.3km
排水機場改善

1.3 20,000 3,333 川本排水機場遠隔化　等 川本排水機場遠隔化　等 1.0～1.3

斐伊川
直轄管理区間 L=111.8km
堰改善

0.8 70,000 11,666
新内藤川排水機場導水ゲート改善
新内藤川排水機場バイパスゲート改善　等

分流堰放流制御設備改善　等 0.6～0.8

（項）都市水系環境整備事業

（目）総合水系環境整備事業 455,300 227,650

斐伊川水系
直轄管理区間　L=111.8km
（水環境、自然再生、水辺整備）

斐伊川水系
220

455,300 227,650

中海地区：覆砂Ａ＝9.5ha等
宍道湖地区：浅場整備Ｌ＝90m等
木次地区：高水敷整備1式等
松江地区：設計1式等

中海地区：覆砂等（令和9年度以降完成予定）
宍道湖地区：モニタリング調査（令和9年度以降完成予定）
斐伊川地区：測量設計（令和9年度以降完成予定）
木次地区：高水敷整備等（令和9年度以降完成予定）
松江地区：親水護岸等（令和9年度以降完成予定）

－～4.0

4,525,300 905,981

（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）



令和5年度　島根県における事業計画（R5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9号
出雲バイパス
(神立～中野東)

L=1.8km 140 50 8 ・調査設計 ・調査設計 0.1～1億円程度

国道9号 出雲・湖陵道路 L=4.4km 363 3,290 548
・調査設計
・用地補償
・改良工、橋梁上部工

・調査設計
・用地補償
・改良工、舗装工、道路附属物設置工

開通必要額
30～34億円程度

出雲IC～湖陵IC（仮称）
L=4.4km（2/4）
令和6年度開通予定
（トンネル工事・大規模橋梁工事・大規
模法面対策工事等が順調に進捗した場
合）

国道9号 湖陵・多伎道路 L=4.5km 259 1,761 294
・調査設計
・用地補償
・改良工、橋梁上部工

・調査設計
・用地補償
・改良工、舗装工、道路附属物設置工

開通必要額
12～14億円程度

湖陵IC（仮称）～出雲多伎IC
L=4.5km（2/4）
令和6年度開通予定
（トンネル工事・大規模橋梁工事・大規
模法面対策工事等が順調に進捗した場
合）

国道9号 大田・静間道路 L=5.0km 360 4,654 776
・調査設計
・用地補償
・改良工、橋梁上部工、舗装工

・調査設計
・用地補償
・改良工、舗装工、道路附属物設置工

開通必要額
42～48億円程度

大田中央・三瓶山IC～静間IC（仮称）
L=5.0km（2/4）
令和5年度開通予定

国道9号 静間・仁摩道路 L=7.9km 484 3,338 556
・調査設計
・用地補償
・改良工、橋梁上部工、舗装工

・調査設計
・用地補償
・改良工、舗装工、道路附属物設置工

開通必要額
38～42億円程度

静間IC（仮称）～仁摩・石見銀山IC
L=7.9km（2/4）
令和5年度開通予定

国道9号 福光・浅利道路 L=6.5km 290 2,090 348
・調査設計
・用地買収、用地補償
・改良工、橋梁下部工

・調査設計
・用地買収、用地補償
・改良工、橋梁下部工

7～18億円程度

国道9号 三隅・益田道路 L=15.2km 860 9,844 1,641
・調査設計
・用地補償
・改良工、橋梁上下部工

・調査設計
・用地補償
・改良工、橋梁上下部工、舗装工

開通必要額
81～90億円程度

石見三隅IC～遠田IC
L=15.2km（2/4）
令和7年度開通予定
（トンネル工事・大規模橋梁工事・大規
模法面対策工事等が順調に進捗した場
合）

国道54号 三刀屋拡幅 L=4.1km 144 336 56
・調査設計
・用地買収、用地補償
・整備工事

・調査設計
・用地買収、用地補償
・整備工事

3億円程度

国道191号 益田・田万川道路 L=7.1km 370 68 11 ・調査設計 ・調査設計 0.7～2億円程度

Ｒ5年度予定事業内容 Ｒ5年度事業進捗見込み 備　　考路線名 箇所名 事業規模
R4年度当初

Ｒ4年度事業内容



令和5年度　島根県における事業計画（R5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
Ｒ5年度予定事業内容 Ｒ5年度事業進捗見込み 備　　考路線名 箇所名 事業規模

R4年度当初
Ｒ4年度事業内容

国道191号 益田西道路 L=9.1km 330 300 50
・調査設計
・用地買収

・調査設計
・用地買収

0.1～2億円程度

計 25,731 4,288 残事業費：約1,240億円

(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）Ｒ5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4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５年度　島根県における事業計画（R5年2月）　（道路関係〔直轄〕）

（単位：百万円）

事業費 負担金

ー ー 1,128 376
御茶屋川交差点改良
東下歩道整備
等

御茶屋川交差点改良
東下歩道整備
等

ー ー 456 64 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 ー

ー ー 349 131
安来電線共同溝
等

安来電線共同溝
等

 

1,933 571   

(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。

Ｒ４年度事業 Ｒ５年度予定事業

国道9号

合　　　　計

Ｒ５年度事業進捗見込み 備　　考

交通安全事業
（Ⅰ種）

国道9号
国道54号

11～25億円程度

交通安全事業
（Ⅱ種）

中国横断自動車道尾道松江線
国道9号
国道54号
等

共同溝事業 ー

電線共同溝事業

箇所名等 事業規模
全体事業費

（億円）

Ｒ４年度当初




	01_通知文
	【島根県】河川：R5編成事業計画通知様式_230215再修正
	02_【島根県】R5事業計画通知（R5.2版）_230215
	【島根県】港湾：事業計画通知_R5成立



