
令和４年度当初予算見積

事 業 別 予 定 箇 所 一 覧 表

（公 共 事 業）



事 業 別 予 定 箇 所 一 覧 表 

 【琵琶湖環境部】                                      単位：千円 

 

事  業  名 
 

 

当初予算見積額 
 

 

箇 所 数 
 

 

箇     所     名 
 

【林野関係公共事業】 

補助造林事業費 

 

 

      830,610 

 

   1,740ha 

 

県内一円 

 

補助林道事業費 

 

 

 

      124,495 

 

 

 

  ８路線 

 

 

【開設】  

長浜市(横山岳線、大吉寺線)、米原市(上丹生柏原線) 

【改良】 

栗東市（金勝線）、多賀町（下山線） 

【点検診断・保全整備】 

高島市（荒谷線、寒風麻生線、鵜川村井線） 

 

 

補助治山事業費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1,550,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  41 箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補助金事業】 

大津市（石山外畑西部地区、大石中地区）、栗東市

（観音寺地区）、湖南市（三雲地区、平松地区）、甲

賀市（宮町地区、黒滝地区）、愛荘町（斧磨地区）多

賀町（仏ケ後地区、大君ヶ畑地区、敏満寺地区、杉地

区）、彦根市（彦根市地区）長浜市（木之本町地区

（３）、沓掛地区（２）、高野地区、山門地区、長浜

市地区）、米原市（藤川地区、梓河内地区、米原市地

区）、高島市（朽木地区） 

【交付金事業】 

大津市（石山外畑地区、伊香立地区（２）、南郷地

区、大津西部地区、八屋戸谷地区）、甲賀市（黒滝地

区、甲南町地区）、近江八幡市（安土町地区、南津田

地区）、多賀町（萱原地区）、日野町（鎌掛地区）、

長浜市（名越地区）、米原市（清滝地区）、高島市

（横山地区、鵜川地区） 

 

 

単独林道事業費 

 

 

     15,080 

 

 

    12 路線 

 

【維持管理（県）】 

甲賀市（多羅尾支線）、長浜市（深坂線） 

【舗装】 

湖南市（三雲線） 

【改良】 

多賀町(樋田ヶ谷線)、東近江市（岩ヶ谷線）、長浜市

（赤子線） 

【防災】 

甲賀市（牧・富川線）、長浜市（七曲線、鳥越線）、

高島市（小入谷線、粟柄河内谷線、鵜川村井線） 

 

 

単独治山事業費 

 

 

 

87,100 

 

 

 

   20 箇所 

 

 

【県営】 

西部・南部地域（３）、甲賀地域（３）、中部地域

（３）、湖北地域（３）、高島地域（３） 

【補助営】 

大津市地域、東近江市地域（２）、近江八幡市地域、

竜王町地域 

 

   ※記載している箇所名は現段階での要望予定箇所であり、ヒアリング等により変更の可能性があります。 

※治山事業においては、災害対応等緊急度に応じて採択されます。 



事 業 別 予 定 箇 所 一 覧 表 
 

【農政水産部】                                          単位：千円 
事  業  名 当初予算見積額 箇 所 数 箇    所    名 

【土地改良公共事業】 

県営かんがい排水事業

費 

 

 

 

1,801,033 

 

 

 

２２ 

 

 

大津・南部管内 

草津市（草津用水２期(一期)地区、草津用水２期(二期)

地区）、守山市（今浜地区、守山南部地区） 

甲賀管内 

甲賀市（野洲川沿岸地区）、湖南市（野洲川沿岸地区） 

東近江管内 

近江八幡市（湖東平野１期地区、日野川地区、津田内湖

２地区）、東近江市（湖東平野１期地区、日野川地区、

能登川地区、永源寺ダム地区）、竜王町（日野川地区）、

日野町（日野川地区） 

湖東管内 

彦根市（犬上南部地区、芹川承水路地区、犬上川地区、

愛西西地区、彦根中部２地区）、愛荘町（湖東平野１期

地区）、豊郷町（犬上南部地区、湖東平野１期地区、犬

上川地区、彦根中部２地区）、甲良町（犬上南部地区、

犬上川地区）、多賀町（芹川承水路地区、犬上川地区） 

湖北管内 

長浜市（姉川沿岸地区、山路川地区、長浜南部地区）、

米原市（姉川沿岸地区、長浜南部地区） 

高島管内 

高島市（安曇川左岸２期地区、マキノ地区） 

【計画策定】 

滋賀地区、犬上川ダム３地区 

 

 

県営経営体育成基盤整

備事業費 

 

 

568,427 

 

 

１６ 

 

 

大津・南部管内 

大津市（田上地区）、草津市（馬場・山寺地区）、栗東市

（六地蔵地区） 

東近江管内 

東近江市（愛東外地区、栗見出在家地区、小倉地区、小

脇地区、尻無北部地区） 

湖東管内 

彦根市（南三ツ谷地区） 

湖北管内 

長浜市（余呉地区、野村地区、横波地区）、米原市（入

江善積地区、井之口地区） 

高島管内 

 高島市（新保地区、梅原地区） 

 

 

県営農道整備事業費 

 

 

182,700 

 

 

３ 

 

 

甲賀管内 

甲賀市（鹿深２地区） 

湖東管内 

彦根市（湖東広域地区、湖東彦根地区） 

 



事  業  名 当初予算見積額 箇 所 数 箇    所    名 
 

県営中山間地域総合整

備事業費 

 

 

152,250 

 

 

２ 

 

 

甲賀管内 

甲賀市（杉山地区） 

湖北管内 

 長浜市（杉野地区） 

 

 

県営みずすまし事業費 

 

 

70,875 

 

 

 ２ 

 

 

東近江管内 

東近江市（白鳥川中流２期地区） 

湖北管内 

長浜市（高月西阿閉地区） 

 

 

団体営土地改良事業費 

 

 

1,438,268 

 

 

１０８ 

 

 

大津・南部管内 

大津市（南小松地区、仰木中央地区）、栗東市（野洲川

３地区）、野洲市（大篠原地区、中主幹線地区） 

甲賀管内 

甲賀市（(基幹)野洲川－１地区、(基幹)野洲川－２地区、

名坂地区、杣中地区、市原地区、高嶺地区、野洲川４地

区、大原貯水池地区、春日地区）、湖南市（(基幹)野洲

川－３地区、岩根東部・西部地区、野洲川４地区、湖南

市地区） 

東近江管内 

近江八幡市（大中の湖地区、八幡地区、東老蘇地区、西

老蘇地区、安土地区、島地区、岡山地区、馬淵地区、愛

知川沿岸２地区、日野川その３地区、桐原馬淵Ⅰ期地区、

御所内上出地区、長田地区、加茂地区、野村３地区、野

村４地区、内野地区、野田地区、西老蘇地区、津田干拓

地区、上田町地区）、東近江市（東近江２地区、山上２

地区、愛東２地区、愛東３地区、湖東３地区、五個荘地

区、市原２地区、市原３地区、愛知川沿岸２地区、日野

川その３地区、今地区、上平木地区、瓜生津地区、乙女

浜地区、宮井地区、宮川２地区、蒲生南部地区、上本郷

地地区、高野地区、白鳥川地区、綺田地区）、竜王町（日

野川その３地区、庄地区、綾戸地区）、日野町（(基幹)

日野川－３地区、日野川その３地区、日野地区、鎌掛地

区、十禅師地区、清田地区） 

湖東管内 

彦根市（松原６地区、宇尾３地区、石寺地区）、愛荘町

（軽野地区、西出地区）、豊郷町（石畑地区） 

湖北管内 

長浜市（湖北２地区、鬼川地区、湖北地区、長浜南部２

地区）、米原市（小田・伊吹地区、天の川沿岸２地区、

舟崎６地区） 

高島管内 

高島市（荒毛地区、青柳地区、井ノ口地区、泰山寺地区、

マキノ北西３地区、岸脇地区、今津東部３地区、五十川・

あいば１地区、浦地区、大供地区） 

 



事  業  名 当初予算見積額 箇 所 数 箇    所    名 
 

 

 

 

 

 

【調査計画等】 

県内全域（１９地区） 

【緊急対応】 

滋賀(緊急・基幹)地区、滋賀(緊急・末端)地区 

 

 

団体営農村整備事業費 

 

 

91,224 

 

 

８ 

 

 

甲賀管内 

甲賀市（甲賀２地区、山内第２地区） 

東近江管内 

日野町（佐久良奥之池第３地区、南比都佐第４地区） 

湖東管内 

多賀町（萱原第３地区、佐目第３地区） 

【調査計画等】 

県内全域（２地区） 

 

 

県営農地防災事業費 

 

 

1,430,471 

 

 

２０ 

 

 

大津・南部管内  

大津市（横在戸地区、千町新池地区、下酢子池地区） 

甲賀管内  

甲賀市（西ノ飼戸池地区、野洲川沿岸上流Ⅱ期地区、佐

山下流地区、佐山頭首工地区）湖南市（鷲尾池地区） 

東近江管内 

近江八幡市（水茎東部地区、水茎地区） 

湖東管内 

彦根市（安食川Ⅱ期地区） 

湖北管内 

長浜市（大井川１期地区）、米原市（入江干拓Ⅲ期地区、

入江Ⅴ期地区） 

高島管内 

高島市（淡海地区、鴨川地区、安曇川地区、奥山ダム地

区） 

【調査計画等】 

県内全域（２地区） 

 

 

団体営農地防災事業費 

 

 

 305,504 

 

 

１７ 

 

 

甲賀管内 

甲賀市（甲賀地区） 

湖東管内 

多賀町（多賀土田池地区） 

湖北管内 

米原市（米原 13 期地区） 

高島管内 

高島市（中野地区） 

【調査計画等】 

県内全域（１２地区） 

【農業用施設災害関連】 

 滋賀地区 

 

 



事  業  名 当初予算見積額 箇 所 数 箇    所    名 
 

県営地すべり防止対策

事業費 

 

 

22,250 

 

 

３ 

 

 

大津・南部管内  

大津市（雄琴・上仰木Ⅴ期地区、雄琴・上仰木１期地区） 

【災害関連 緊急地すべり】 

大津・南部管内  

大津市（雄琴・上仰木Ⅴ期地区） 

 

 

単独小規模土地改良事

業費 

 

 

35,000 

 

 

３３ 

 

 

県内全域（３３地区） 

 

※記載している箇所名については、現段階での予定箇所です。 
 
 



【土木交通部】

事　　業　　名 箇　所　数

【改築】

補助道路整備事業費

国道422号（大石東）、大津信楽線（平野）、宇治田
原大石東線（龍門(SIC)、小田原）、伊香立浜大津線
（坂本）、南郷桐生草津線（里、中野(枝)）、高島
大津線（真野）

大津能登川長浜線（馬場・上砥山、目川・上砥山、
草津三丁目）、近江八幡守山線（比江、川田、木
部）、国道477号（幸津川洲本BP）、栗東信楽線
（林・六地蔵）、木部野洲線（久野部）、下笠大路
井線（大路）、赤野井守山線（赤野井、赤野井西）

国道307号（長野BP）、岩室北土山線（岩室）、水口
甲南線（稗谷・葛木）、杉谷嶬峨線（深川・稗
谷）、甲賀阿山線（池田・野川）、甲南阿山伊賀線
（新治）、木津信楽線（杉山）、大津信楽線（黄
瀬）

大津能登川長浜線（安土・能登川）、国道421号（佐
目萱尾、佐目BP）、下羽田市辺線（柏木）、近江八
幡竜王線（岩倉）、西明寺安部居線（佐久良）、五
個荘八日市線（愛知川左岸）、伊庭円山線（白
王）、大津守山近江八幡線（多賀町）、石原八日市
線（綺田）、甲津畑山上線（甲津畑）、土山蒲生近
江八幡線（鎌掛）、雨降野今在家八日市線（中岸
本）

愛知川彦根線（稲枝・彦富）、神郷彦根線（神郷・
川原）、豊郷停車場線（八目）、北落豊郷線（目加
田）、湖東彦根線（愛知川）、安食西八目線（安食
西）、多賀醒井線（一円・河内）、水谷彦根線（下
水谷）、国道307号（多賀SIC）、佐目敏満寺線（多
賀SIC）

木之本長浜線（森・祇園）、大野木志賀谷長浜線
（長岡、本庄）、山東一色線（野一色）、大鹿寺倉
線（山室）、山東本巣線（甲津原）、丁野虎姫長浜
線（大井）、湖北長浜線（湖北みずどりステーショ
ン）

国道303号（音羽、金居原杉野、杉野杉本）、川合千
田線（尾山）、木之本高月線（雨森・馬上）、木之
本長浜線（大音）、杉本余呉線（杉本・上丹生）

56路線76工区

国道303号（追分道路）、麻生古屋梅ノ木線（地子
原、雲洞谷）、五番領安井川（安曇川、常安橋）、
国道367号（桑野橋、保坂）、小浜朽木高島線（南古
賀・庄堺、中野）、小荒路牧野沢線（沢）

木之本管内

高島管内

長浜管内

事　業　別　予　定　箇　所　一　覧　表　　（補助公共事業）

（単位：千円）

当初予算見積額 箇　　所　　名

大津管内

南部管内

甲賀管内

東近江管内

湖東管内



事　　業　　名 箇　所　数当初予算見積額 箇　　所　　名

【交安】
大津管内

国道422号（南郷五丁目）、国道477号（伊香立途
中）、平野草津線（平野）

南部管内
赤野井守山線（赤野井・石田、赤野井）、幸津川服
部線（稲荷大橋）、大津能登川長浜線（吉身・焔魔
堂、若草）、大津守山近江八幡線（北山田、南山
田）、片岡栗東線（芦浦）、草津守山線（播磨
田）、大津草津線（矢橋中央交差点）

甲賀管内
草津伊賀線（野田・池田、三大寺、油日・五反
田）、東湯舟甲賀線（高嶺・和田）、竜王石部線
（菩提寺）、甲賀土山線（鳥居野）

東近江管内
国道477号（西横関、山之上）、大津能登川長浜線
（西庄、今）、大房東横関線（若宮）、栗見八日市
線（乙女浜、建部日吉）、八日市五個荘線（建部日
吉）

湖東管内
国道307号（斧磨）、国道306号（多賀）、彦根八日
市甲西線（在士）、湖東愛知川線（市・沓掛）、彦
根港彦根停車場線（元町）、彦根米原線（松原町）

長浜管内
丁野虎姫長浜線（北新）、長浜近江線（田村・宇賀
野）、間田長浜線（本市場）

木之本管内
国道303号（岩熊）、井口高月線（渡岸寺・落川）

高島管内
国道303号(弘川藺生)

県内一円

30路線41工区
自転車通行環境整備、観光振興事業

計 10,416,825 86路線117工区

甲賀管内

補助道路修繕事業費

国道477号（武平）、大河原北土山線（大河原）

東近江管内
多賀永源寺線（政所）

湖東管内
国道306号（大君ケ畑）

長浜管内
山東本巣線（小泉・甲津原）

木之本管内
国道303号（音羽）、葛籠尾崎大浦線（菅浦）、葛籠
尾崎塩津線（月出）、中河内木之本線（中河内菅
並）

高島管内
西浅井マキノ線（海津）、白谷野口線（在原）

11路線11工区

【災防】



事　　業　　名 箇　所　数当初予算見積額 箇　　所　　名

国道367号（月の木橋、坂下橋、寿満平橋）、国道
422号（月見橋、鹿跳橋、鹿跳橋歩道橋）、大津能登
川長浜線（瀬田唐橋小橋、瀬田唐橋）、大津南郷宇
治線（里中橋）

南部管内
国道477号（無名橋6号（ﾎﾞｯｸｽ）、小宮橋（歩道
橋）、無名橋44号側道橋、幸浜大橋、野田橋）、大
津能登川長浜線（近江富士大橋、花園橋、無名橋第
７号）、南郷桐生草津線（桐生口橋）、幸津川服部
線（稲荷大橋）、近江八幡守山線（新庄大橋、光善
寺川橋）、石部草津線（久迩宮橋）、大津草津線
（新十禅寺川橋（下り線））、上砥山上鈎線（新葉
山川橋）

甲賀管内
国道307号（本郷橋、紫香楽橋）、国道422号（立石
橋）、栗東信楽線（大象橋）、彦根八日市甲西線
（茶釜川橋）、草津伊賀線（新荒川橋、ふじが谷
橋）、鮎河猪ノ鼻線（上ノ平橋、山中川橋、床鍋
橋）、杉谷嶬峨線（大水戸橋）、神上野線（堀川
橋）、信楽上野線（無名橋３号）、田代上朝宮線
（無名橋５号、杖立橋、近江の谷橋）、泉水口線
（無名橋１号）、彦根八日市甲西線（横田橋、横田
橋側道橋(上)）、大河原北土山線（うぐい川橋、大
谷橋、芝之瀬橋）、野洲甲西線（大砂川橋、花園
橋）

東近江管内
国道477号（無名橋(□））、国道307号（春日橋、北
川橋、上迫橋）、国道421号（黒谷橋、端ケ谷橋）、
大津能登川長浜線（小舟木橋）、大津守山近江八幡
線（金田跨線橋、魞場大橋）、近江八幡守山線（桐
原橋）、雨降野今在家八日市線（御河辺橋、F橋側道
橋）、安土西生来線（上豊浦跨線橋）、彦根近江八
幡線（愛知川橋、水車橋）、多賀永源寺線（安場
橋、三條橋、紅葉橋）、綾戸東川線（無名橋1号
(□））、土山蒲生近江八幡線（無名橋）、日野徳原
線（園城橋）、桜川西竜王線（宮上橋）、横溝秦荘
線（北浦橋）、栗見新田安土線（弁天小橋）、中里
山上日野線（柳立橋、P橋、H橋）、小口川守線（竜
王橋側道橋）、相谷原杣線（紅葉橋）、近江八幡大
津線（野田樋門橋）

湖東管内
国道306号（細谷橋、久徳橋側道橋、無名橋8号）、
国道307号（福寿橋）、彦根八日市甲西線（高宮
橋）、大津能登川長浜線（南青柳橋、新大山橋）、
多賀永源寺線（宮下橋、黒谷橋）、彦根環状線（福
満跨線橋）、神郷彦根線（犬上橋）、佐目敏満寺線
（御領橋）、水谷彦根線（井堰橋、井堰橋側道
橋）、横溝秦荘線（昭和橋）、雨降野今在家八日市
線（竹原橋）、彦根近江八幡線（新柳川橋、犬上川
橋）、新海上稲葉線（新海橋）、三津屋野口線（無
名橋）、彦根港彦根停車場線（百間橋）、甲良多賀
線（犬上大橋）

長浜管内
国道365号（草野川橋、野村橋(旧)、弥高川橋歩道橋
（Ｌ）、弥高川橋歩道橋（Ｒ）、野村橋）、大津能
登川長浜線（寺川橋、北川橋、友橋川橋）、木之本
長浜線（美浜橋）、彦根米原線（米原跨線橋）、大
野木志賀谷長浜線（琴岡橋側道橋）、多賀醒井線
（岩下橋）、山東伊吹線（政所川橋）、山東本巣線
（瀬戸谷１号橋、満坂橋、宮谷橋）、小室大路線
（湯田橋（旧））、三川月ケ瀬線（本町橋）、伊部
近江線（国友橋、国友側道橋）、川道唐国線（野寺
橋、野寺橋側道橋）、佐野長浜線（今村橋）、香花
寺曽根線（弓削橋）

【橋梁補修】
大津管内



事　　業　　名 箇　所　数当初予算見積額 箇　　所　　名

木之本管内
国道303号（八田部川橋、新川合橋、無名橋6、阿蘇
谷橋、無名橋8）、国道365号（黒田大橋、阿弥陀
橋、柳ヶ瀬橋）、木之本長浜線（熊野橋、無名橋
14、無名橋）、南浜山本高月線（無名橋1号）、川合
千田線（井明神橋）、杉本余呉線（大宮橋）、中河
内木之本線（佐惣平橋、無名橋2）、西浅井マキノ線
（堂前橋、堂前橋歩道橋）、大浦沓掛線（谷海橋）

高島管内
麻生古屋梅ノ木線（大平田橋、禿尻橋、猪谷橋、上
頃橋）、常磐木音羽線（野田橋）、海津今津線（無
名橋）、畑勝野線（無名橋）、海津今津線（今津川
橋）、今津マキノ線（無名橋三号）、小浜朽木高島
線（荒川橋）、北船木勝野線（船木大橋）、市場野
田鴨線（船橋）

76路線155工区

国道477号他（真野･途中他）、大津能登川長浜線他
（瀬田大江他）

南部管内
近江八幡守山線他（西河原・乙窪他）

甲賀管内
国道307号他（信楽町他）、草津伊賀線他（甲賀他）

東近江管内
国道477号他（山之上･西横関他）、高木八日市線他
（瓜生津･芝原他）

湖東管内
国道306号他（多賀他）、彦根近江八幡線他（彦根
他）

長浜管内
国道365号他（長浜他）、湖北長浜線他（尾上・公園
他）

木之本管内
国道365号他（木之本他）、木之本長浜線他（木之
本・高月他）

高島管内

13路線15工区

国道367号他（保坂他）、小浜朽木高島線他（野尻・
荒川他）

国道307号（裏白トンネル（１号）、裏白トンネル
（２号））、草津伊賀線（三雲トンネル）

東近江管内
国道421号（石榑トンネル、相谷第一トンネル）、多
賀永源寺線（箕川トンネル）

長浜管内
大野木志賀谷長浜線（新横山トンネル）、山東本巣
線（寺越トンネル、堂屋敷トンネル）

6路線9工区

下鴨大津線（近江神宮前歩道橋）

平野草津線（玉川歩道橋）、草津守山線（木川横断
歩道橋）、山田草津線（込田歩道橋）、大津草津線
（野路歩道橋）

国道307号（三代出歩道橋）、国道477号（１号ロッ
クシェッド、２号ロックシェッド）

大津管内
【舗装修繕】

甲賀管内

【附属物修繕】

南部管内

大津管内

【トンネル修繕】

甲賀管内



事　　業　　名 箇　所　数当初予算見積額 箇　　所　　名

東近江管内
大津能登川長浜線（今歩道橋）

長浜管内

8路線10工区
大津能登川長浜線（港町横断歩道橋）

3路線3工区

国道477号他（橋梁点検）、国道421号他（附属物点
検）、国道303号他（トンネル点検）

計 3,873,407
117路線203工区

湖東管内

補助雪寒対策事業費
国道306号（多賀）

高山長浜線他（野瀬郷野他）

国道303号（千田（木之本大橋））、中河内木之本線
他（川合他）

125,086
6路線6工区 高島大津線他（西万木他）、小荒路牧野沢線（牧

野）
◆道路事業　計 14,415,318

補助広域河川改修事業費

2,259,580 16箇所

補助河川環境整備事業費 100,800 2箇所 琵琶湖(赤野井湾、木浜内湖)

補助河川災害関連事業費 100,000 － 県内一円

補助河川総合流域防災事業費
外

888,655 10箇所、1事業

大津管内
（Aランク河川）藤ノ木川
南部管内
（Aランク河川）北川
（環境）琵琶湖（草津地区）、
        琵琶湖（マイアミ浜）
木之本管内
（Aランク河川）余呉川
（Bランク河川）大川
高島管内
（Bランク河川）百瀬川、石田川
（環境）琵琶湖（湖西圏域）
県庁
【効果促進事業】
県内一円　１事業

◆河川事業　計 3,349,035

【河川改修】
大津管内
（Aランク河川）真野川
南部管内
（Aランク河川）金勝川、守山川、葉山川、
　　　　　　　 中ノ井川
甲賀管内
（Aランク河川）野洲川
（Bランク河川）杣川
東近江管内
（Aランク河川）日野川、八日市新川、
　　　　　　　 長命寺川
湖東管内
（Aランク河川）犬上川、不飲川
長浜管内
（Aランク河川）姉川・高時川
（Bランク河川）田川
木之本管内
（Aランク河川）姉川・高時川
高島管内
（Aランク河川）鴨川

【点検】

高島管内

長浜管内

木之本管内



事　　業　　名 箇　所　数当初予算見積額 箇　　所　　名

補助堰堤改良事業費　外 201,830 5箇所
石田川ダム、宇曽川ダム、日野川ダム、余呉湖ダ
ム、姉川ダム

◆ダム事業　計 201,830

補助港湾改修事業費 44,100 1箇所 長浜港

◆港湾事業　計 44,100

補助通常砂防事業費　外

1,464,644 48箇所

一般・情報基盤

補助砂防総合流域防災事業費
外

基礎調査

9箇所

計 553,350 40箇所

大津管内
　北谷川、滝川、おぼろ池川支流、穴太川、
  盛越川支流、木戸川、際川支流、熊野川、
　シャカ谷、東南寺川支流２
南部管内
　モヘ谷、葉山川支流、金勝川支流
甲賀管内
　久保川支流、信楽川支流、西山川、家棟川支流、
　中谷川支流、堂山川、大山川支流、中手川、
　榎川支流
東近江管内
　堂川、鳴谷川支流、千手川、長命寺川支流、
　前川支流
湖東管内
　犬上川支流
長浜管内
　丹生川、勝山谷川、嶺上谷川、板名古川
木之本管内
　溝谷川、西谷、滝谷川、八田部
高島管内
　植谷、知内川支流、正谷川、安曇川支流、百瀬川、
禅寺谷、出山川、上所谷、和田打川支流２、畑谷、一
の瀬川、天川谷川

31箇所

大津管内
　袋谷川、長寿命化対策（砂防）、
　土砂・洪水氾濫対策、長寿命化対策（地すべり）
南部管内
　中ノ池川支流、長寿命化対策（砂防）、
　土砂・洪水氾濫対策,長寿命化対策（地すべり）
甲賀管内
　長寿命化対策（砂防）、土砂・洪水氾濫対策、
　長寿命化対策（地すべり）
東近江管内
　長寿命化対策（砂防）、土砂・洪水氾濫対策、
　長寿命化対策（地すべり）
湖東管内
　荘厳寺川支流、芋次川、長寿命化対策（砂防）、
　土砂・洪水氾濫対策
長浜管内
　十郎谷川、長寿命化対策（砂防）、
　土砂・洪水氾濫対策
木之本管内
　長寿命化対策（砂防）、土砂・洪水氾濫対策
高島管内
　アコ谷、ガニ川、長寿命化対策（砂防）、
　土砂・洪水氾濫対策

大津管内、南部管内、甲賀管内、東近江管内、
湖東管内、長浜管内、木之本管内、高島管内、県庁

県庁
　長寿命化対策（砂防）、土砂・洪水氾濫対策、
　情報基盤,長寿命化対策（地すべり）



事　　業　　名 箇　所　数当初予算見積額 箇　　所　　名

補助急傾斜地崩壊対策事業費

748,808 21箇所

補助急傾斜地総合流域防災事
業費

188,167

◆砂防事業　計 2,954,969

補助都市計画街路事業費

1,300,413
4路線4工区、1事
業

補助都市公園事業費

1,071,515 5箇所

◆都市計画事業　計 2,371,928

【施設整備】
大津管内
　びわこ文化公園
南部管内
　びわこ地球市民の森
湖東管内
　金亀公園
【広域連携事業】
湖東管内
　金亀公園
【公園施設長寿命化対策支援事業】
大津管内
　湖岸緑地（堅田雄琴地区）
　びわこ文化公園
湖東管内
　湖岸緑地（曽根沼地区）
長浜管内
　奥びわスポーツの森

大津管内
　大谷地区、若葉台２地区、若葉台３地区、
  上田上桐生地区、葛川坊村１地区、
　葛川坊村２地区、山中地区
東近江管内
　沖島２地区
湖東管内
　正法寺地区、久徳地区、東沼波地区、川相地区、
　大君ケ畑２地区
長浜管内
　寺師地区、梅ヶ原地区、下丹生地区、
　さくらが丘地区、下丹生２地区
木之本管内
　杉野地区、菅浦地区
高島管内
　荒川地区

16箇所

大津管内
　比叡平地区、長寿命化対策
南部管内
　長寿命化対策
甲賀管内
　長寿命化対策
東近江管内
　愛東外地区、白王地区、長寿命化対策
湖東管内
　大杉地区、大君ケ畑１地区、長寿命化対策
長浜管内
　米原地区、長寿命化対策
木之本管内
　金居原地区、長寿命化対策
高島管内
　長寿命化対策
県庁
　長寿命化対策

大津管内
　本堅田衣川線
南部管内
　片岡栗東線（千代・勝部）
東近江管内
　近江八幡能登川線（能登川）
湖東管内
　原松原線、電線共同溝事業



事　　業　　名 箇　所　数当初予算見積額 箇　　所　　名

県営住宅建設事業費

925,293 2箇所

◆県営住宅事業　計 925,293

　※記載している箇所名については、現段階での予定箇所です。

【ＰＦＩによる建替事業】
長浜管内
　新庄寺県営住宅
【改修事業】
東近江管内
　今堀県営住宅



【土木交通部】

事　　業　　名 箇　所　数

単独道路改築事業費

国道422号(大石東BP)、伊香立浜大津線(平尾、下
在地生津、坂本)、大津信楽線(牧・黄瀬、堂)、
宇治田原大石東線(小田原)、南郷桐生草津線(中
野・里、枝三丁目、稲津)、近江八幡大津線(瀬田
左岸)、不動寺本堂線(牧)、麻生古屋梅ﾉ木線(梅
ノ木)、途中志賀線(和邇中)、平野草津線(平野
(バイパス))、大津能登川長浜線(神領二丁目、瀬
田・石山寺)、大津守山近江八幡線(大江二丁目、
大萱三丁目・五丁目、大江・大萱)、高島大津線
(下阪本６丁目)、下鴨大津線(錦織三丁目)、仰木
本堅田線(仰木五丁目)

大津能登川長浜線(山手幹線(草津市)、山手幹線
(栗東市)、目川・上砥山、草津三丁目)、国道477
号(幸津川・洲本)、下笠大路井線(大路、野村)、
栗東信楽線(林・六地蔵、荒張)、近江八幡守山線
(川田、比江～比留田)、木部野洲線(久野部)、近
江八幡大津線(草津)、六地蔵草津線(小柿)、野洲
甲西線(三上)、大津守山近江八幡線(下笠)、欲賀
守山甲線(三宅)

国道307号(長野バイパス)、竜王石部線(菩提寺・
石部)、土山蒲生近江八幡線(頓宮)、草津伊賀線
(吉永・三雲、杉谷)、水口甲南線(稗谷・葛木、
寺庄・葛木)、杉谷嶬峨線(稗谷・深川)、大津信
楽線(黄瀬)、甲南阿山伊賀線(新治)、甲賀阿山線
(池田・野川)、田代上朝宮線(畑)、岩室北土山線
(岩室)、石部草津線(石部中央)、増田水口線(松
尾)、水口竜王線(伴中山)、多羅尾神山線(多羅
尾)、山名坂線(笹が丘)、木津信楽線(杉山)

国道421号(相谷、佐目萱尾、蓼畑)、石原八日市
線(綺田、野出、蛇溝)、国道307号(平柳、北脇、
安部居)、日野徳原線(内池ﾊﾞｲﾊﾟｽ)、土山蒲生近
江八幡線(鎌掛、中羽田)、雨降野今在家八日市線
(中岸本)、大津守山近江八幡線(中部湖東幹線)、
大津能登川長浜線(安土、能登川)、近江八幡竜王
線(岩倉ﾊﾞｲﾊﾟｽ)、下羽田市辺線(柏木、三津屋バ
イパス)、西明寺安部居線(佐久良・北脇)、国道
477号(小田他)、佐生五個荘線(五個荘川並、五個
荘金堂)、彦根八日市甲西線(山之上、川合)、大
房東横関線(大房)、湖東八日市線(池之尻)、栗見
八日市線(佐野)、小口川守線(小口)、多賀永源寺
線(政所他)、伊庭円山線(円山、きぬがさ)、春日
竜王線(西川)、彦根近江八幡線(沖島)

愛知川彦根線(稲枝・彦富)、豊郷停車場線(八
目、高野瀬)、国道306号(霜ケ原・佐目、野田
山・原)、神郷彦根線(川原)、北落豊郷線(目加
田)、安食西八目線(安食西)、佐目敏満寺(多賀
SIC)、国道307号(多賀SIC、松尾寺、上蚊野、多
賀、せせらぎの里こうら)、多賀醒井線(屏風・河
内)、水谷彦根線(仏生寺)、湖東彦根線(愛知
川)、大堀多賀線(中川原)、多賀永源寺線(樋
田)、目加田湖東線(目加田(愛荘町)、目加田(豊
郷町))、湖東愛知川線(沓掛)

山東一色線(野一色)、山東本巣線(甲津原)、木之
本長浜線(森・祇園、南浜)、加田田村線(加田)、
大野木志賀谷長浜線(長岡、本庄、鳥羽上・下坂
中)、大鹿寺倉線(山室)、丁野虎姫長浜線(大
井)、伊部近江線(西野)、山東伊吹線(大野木)、
香花寺曽根線(曽根)

長浜管内

湖東管内

事　業　別　予　定　箇　所　一　覧　表　　（単独公共事業）
（単位：千円）

当初予算見積額 箇　　所　　名

【道路改築】
大津管内

南部管内

甲賀管内

東近江管内



事　　業　　名 箇　所　数当初予算見積額 箇　　所　　名

国道303号(音羽、杉野･杉本、金居原･杉野、川
合･田部)、川合千田線(川合･古橋、尾山･洞戸)、
木之本高月線(雨森･馬上)、杉本余呉線(杉本･上
丹生)、木之本長浜線(大音)、中河内木之本線(大
見･川合)

88路線148工区

国道303号(追分、藺生・弘川)、国道367号(保
坂、大野)、小浜朽木高島線(野尻、南古賀・中
野、庄堺三重生)、五番領安井川線(常磐木)、麻
生古屋梅ﾉ木線(朽木)、小荒路牧野沢線(沢)

国道422号(南郷５丁目)、国道477号(伊香立途中
町)、平野草津線(平野)

大津能登川長浜線(北)、赤野井守山線(赤野井)、
大津守山近江八幡線(南山田、山田、赤野井)、幸
津川服部線(幸津川)、大津草津線(矢橋、野路)、
草津守山線(播磨田)、上砥山上鈎線(小野)、草津
停車場線(大路)、高野守山線(浮気)、片岡栗東線
(焔魔堂・大門)

国道307号(秋葉)、甲賀土山線(岩室)、竜王石部
線(菩提寺)、東湯舟甲賀線(高嶺和田)、草津伊賀
線(夏見、油日)

国道477号(小口、上野)、小脇西生来線(内野)、
桜川西竜王線(市子川原)、五個荘八日市線(野
村)、彦根八日市甲西線(中野)、大房東横関線(若
宮)

国道306号(多賀、原町)、国道307号(斧磨、池
寺)、湖東愛知川線(市沓掛)、彦根八日市甲西線
(安孫子)、稲枝沢線(肥田)、三津屋野口線(日
夏)、敏満寺野口線(金屋)、彦根港彦根停車場線
(元町ほか)

伊部近江線(顔戸)、丁野虎姫長浜線(北新、中
野)、長浜近江線(長沢)、朝妻筑摩近江線(天野川
橋)、国道365号(野村、大野木、坂口)、山東本巣
線他(伊吹他)、樋口岩脇線(西円寺)、大津能登川
長浜線(ビワイチ)、間田長浜線(本市場)

木之本管内

39路線54工区

303号(岩熊、木之本)、井口高月線(渡岸寺･落川)

5事業

事故危険箇所調査検討業務、道路台帳整備、道路
網検討業務、道路整備アクションプログラム策定
業務、地域高規格道路調査検討業務

計 1,960,135
127路線202工
区5事業

単独交通安全施設整備事業費 130,000 － －

道路補修費 5,893,080 － －

◆道路事業　計 7,983,215

【道路調査】

木之本管内

高島管内

【道路改築（交安）】
大津管内

南部管内

甲賀管内

東近江管内

湖東管内

長浜管内



事　　業　　名 箇　所　数当初予算見積額 箇　　所　　名

【堤防の質的向上】
南部管内
　草津川、光善寺川
東近江管内
　祖父川、日野川、愛知川
湖東管内
　芹川
長浜管内
　天野川
高島管内
　安曇川

【ダム関連河川対策】
大津管内
　大戸川
高島管内
　安曇川

みずべ・みらい再生事業費 3,882,580 －

◆河川事業　計 8,737,880

－

単独河川改良事業費

4,855,300 70箇所

【河川改良】
大津管内
（Aランク河川）真野川
（Bランク河川）高橋川、吾妻川
（Cランク河川）北川
南部管内
（Aランク河川）中ノ井川、草津川、葉山川、
　　　　　　　 北川、守山川
（Bランク河川）法竜川、新川、天神川、
（Cランク河川）妓王井川
甲賀管内
（Aランク河川）野洲川、落合川、
               家棟川（甲西）、大戸川
（Bランク河川）思川、杣川
（Cランク河川）滝川、和田川
東近江管内
（Aランク河川）八日市新川、日野川
　　　　　　　 長命寺川、大同川、愛知川
（Bランク河川）三明川、布引川
（Cランク河川）八幡川、御沢川
（Dランク河川）佐久良川
湖東管内
（Aランク河川）野瀬川、平田川、不飲川、
　　　　　　　 犬上川、矢倉川、芹川
（Cランク河川）安食川
長浜管内
（Aランク河川）天野川、高時川、姉川、
　　　　　　　 長浜新川
（Bランク河川）余呉川、田川
（Cランク河川）菜種川、長老墓地川、土川
（Dランク河川）米川、丁野木川
木之本管内
（Aランク河川）余呉川、高時川
（Bランク河川）大川
（Cランク河川）赤川、岩熊川
高島管内
（Aランク河川）安曇川、鴨川
（Bランク河川）石田川、百瀬川
（Cランク河川）南川
北川地域
（Cランク河川）麻生川



事　　業　　名 箇　所　数当初予算見積額 箇　　所　　名

単独通常砂防事業費

410,300 23箇所

砂防維持補修費

360,000 8箇所

市町急傾斜地崩壊対策事業費
補助

270,000 3箇所

◆砂防事業　計 1,040,300

　※記載している箇所名については、現段階での予定箇所です。

大津管内
　引ノ尻谷、砂防調査
南部管内
　光善寺川、荒川、砂防調査
甲賀管内
　砂防調査
東近江管内
　広谷川、砂防調査
湖東管内
　寒谷川、早川、荘厳寺川支流、砂防調査
長浜管内
　梓川、砂防調査
木之本管内
　金居原奥谷、赤川、砂防調査
高島管内
　和田打川支流、南川支流、今川、林慶寺裏谷
　砂防調査
県庁
　砂防調査

大津管内、南部管内、甲賀管内、東近江管内、
湖東管内、長浜管内、木之本管内、高島管内

湖東管内
　萱原地区
長浜管内
　布勢地区
高島管内
　小荒路地区


