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※本資料に掲載の各事業は、事業未着手箇所も含めた国土強靱化地域計画に基づき実施する

事業の一覧であり、事業期間等の事業内容については、事業進捗、社会・経済情勢の状況等

を踏まえ、今後修正していくことがあります。 

 

県土整備部関連（道路分野） 

事業名 事業主体 市町 
事業概要 

（事業箇所、事業量等） 
事業期間 

近畿自動車道名古屋神戸線（６

車線化） 

中日本高速

道路（株） 

亀山市～滋賀県甲

賀市 

道路改築 L=13.0km R1～ 

国道475号東海環状自動車道

（北勢～四日市） 

国 土 交 通

省、中日本

高 速 道 路

（株） 

いなべ市～四日市

市 

道路改築 L=14.4km H2～ 

国道475号東海環状自動車道

（養老～北勢） 

国 土 交 通

省、中日本

高 速 道 路

（株） 

岐阜県養老町～い

なべ市 

道路改築 L=18.0km H10～ 

近畿自動車道紀勢線（４車線

化） 

中日本高速

道路（株） 

多気町～大台町 道路改築 L=13.4km R3～ 

近畿自動車道紀勢線（４車線

化） 

- 大台町～大紀町 

 

道路改築 L=4.2km - 

近畿自動車道紀勢線（４車線

化） 

中日本高速

道路（株） 

大紀町 道路改築 L=6.2km R2～ 

近畿自動車道紀勢線（４車線

化） 

- 大紀町～紀北町 道路改築 L=10.3km - 

近畿自動車道紀勢線（４車線

化） 

- 紀北町～尾鷲市 道路改築 L=21.2km - 

国道 42 号 熊野尾鷲道路（Ⅱ

期） 

国土交通省 尾鷲市 道路改築 L=5.4km H24～R3 

国道 42号 熊野道路 国土交通省 熊野市 道路改築 L=6.7km H26～ 

国道 42号 紀宝熊野道路 国土交通省 熊野市～紀宝町 道路改築 L=15.6km H31～ 

国道 42号 新宮紀宝道路 国土交通省 紀宝町～和歌山県

新宮市 

道路改築 L=2.4km H25～ 

国道１号 桑名東部拡幅 国土交通省 桑名市 道路改築 L=3.9km S51～ 

国道１号 北勢バイパス 国土交通省 川越町～四日市市 道路改築 L=21.0km H4～ 

国道１号 関バイパス 国土交通省 亀山市 道路改築 L=2.5km H8～ 

国道 23号 鈴鹿四日市道路 国土交通省 四日市市～鈴鹿市 道路改築 L=7.5km R2～ 

国道 23号 中勢道路 国土交通省 鈴鹿市～松阪市 道路改築 L=33.8km S59～ 

国道 42号 松阪多気バイパス 国土交通省 松阪市～多気町 道路改築 L=11.9km S62～ 

国道 169号 奥瀞道路（Ⅲ期） 国土交通省 和歌山県東牟婁郡

北山村～熊野市～

北山村 

道路改築 L=3.4km H28～ 

国道42号 熊野尾鷲道路（４車

線化） 

- 尾鷲市～熊野市 道路改築 L=18.6km - 

国道 42 号 熊野尾鷲道路（Ⅱ

期）（４車線化） 

- 尾鷲市 道路改築 L=5.4km - 

近畿自動車道名古屋神戸線（６

車線化） 

- 四日市市～亀山市 道路改築 L= 27.3km - 

鈴鹿亀山道路 - 鈴鹿市～亀山市 道路改築 L=10.5km - 
名神名阪連絡道路 - 滋賀県～伊賀市 道路改築 L=30km - 
国道１号三重１号電線共同溝 

（富士電線共同溝） 

国土交通省 四日市市 電線共同溝 L=0.6ｋｍ H28～ 

国道１号三重１号電線共同溝 

（四日市新正電線共同溝） 

国土交通省 四日市市 電線共同溝 L=2.1ｋｍ R3～ 
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事業名 事業主体 市町 
事業概要 

（事業箇所、事業量等） 
事業期間 

国道１号三重１号電線共同溝 

（四日市海蔵電線共同溝） 

国土交通省 四日市市 電線共同溝 L=1.3ｋｍ H13～ 

国道１号三重１号電線共同溝 

（四日市日永電線共同溝） 

国土交通省 四日市市 電線共同溝 L=2.3ｋｍ H16～ 

国道２３号三重２３号電線共同

溝（白子電線共同溝） 

国土交通省 鈴鹿市 電線共同溝 L=5.2ｋｍ H30～ 

国道２３号三重２３号電線共同

溝（伊勢北電線共同溝） 

国土交通省 伊勢市 電線共同溝 L=5.0ｋｍ H21～R2 

国道２３号三重２３号電線共同

溝（伊勢南電線共同溝） 

国土交通省 伊勢市 電線共同溝 L=1.4ｋｍ H20～ 

国道４２号三重４２号電線共同

溝（尾鷲電線共同溝） 

国土交通省 尾鷲市 電線共同溝 L=7.4ｋｍ R1～ 

国道４２号三重４２号電線共同

溝（熊野木本電線共同溝） 

国土交通省 熊野市 電線共同溝 L=0.6ｋｍ H３０～R3 

国道４７７号災害防除事業 県 菰野町 菰野工区  

法面対策 L=1.9km 

Ｈ30～Ｒ5 

国道２６０号災害防除事業 県 南伊勢町～大紀町 南伊勢町～大紀町工区 

法面対策 L=1.1km 

H27～R5 

県道南浦海山線災害防除事業 県 尾鷲市～紀北町 尾鷲市～紀北町工区 

法面対策 L=0.7km 

H30～R5 

国道１６６号災害防除事業 県 松阪市 松阪工区 

法面対策 L=3.4km 

H30～R4 

県道伊勢南島線災害防除事業 県 度会町 栗原 

法面対策 L=0.1km 

H30～R3 

県道名張曽爾線災害防除事業 県 名張市 青蓮寺４工区 

法面対策 L=7.6km 

H３０～ 

R12 

国道 306号災害防除事業 県 いなべ市 山口 

法面対策 L=0.8km 

H30～R６ 

県道南濃北勢線災害防除事業 県 いなべ市 二ノ瀬 

法面対策 L=０．７ｋｍ 

H30～R4 

県道赤目滝線災害防除事業 県 名張市 長坂 

法面対策 L=０．１ｋｍ 

H30～R4 

県道賀田港中山線災害防除事

業 

県 尾鷲市 賀田 

法面対策 L=０．３ｋｍ 

H30～R5 

県道城ノ浜山居線災害防除事

業 

県 紀北町 東長島 

法面対策 L=０．１ｋｍ 

H30～R６ 

県道佐原勢和松阪線災害防除

事業 

県 多気町 車川 

法面対策 L=０．１ｋｍ 

H30～R６ 

県道中井浦九鬼線災害防除事

業 

県 紀北町 行野浦 

法面対策 L=０．１ｋｍ 

H30～R６ 

県道勢和兄国松阪線災害防除

事業 

県 多気町 古江 

法面対策 L=０．３ｋｍ 

H30～R６ 

県道布生夏見線災害防除事業 県 名張市 神屋 

法面対策Ｌ＝０．１ｋｍ 

H30～R６ 

県道蔵持霧生線災害防除事業 県 名張市 神屋 

法面対策Ｌ＝０．１ｋｍ 

H30～R６ 

県道嬉野美杉線災害防除事業 県 松阪市 嬉野小原町～嬉野合ヶ野町 

法面対策Ｌ＝０．１ｋｍ 

H30～R６ 

県道大杉谷海山線災害防除事

業 

県 大台町 大杉 

法面対策Ｌ＝０．１ｋｍ 

Ｒ２～R６ 

県道松阪青山線災害防除事業 県 松阪市 嬉野小原町 

法面対策Ｌ＝０．１ｋｍ 

Ｒ２～R４ 

国道１６３号災害防除事業 県 津市 南長野 

法面対策Ｌ＝０．３ｋｍ 

Ｒ２～R６ 
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事業名 事業主体 市町 
事業概要 

（事業箇所、事業量等） 
事業期間 

国道１６７号災害防除事業 県 志摩市 恵利原 

法面対策Ｌ＝０．１ｋｍ 

Ｒ４～R６ 

国道３１１号災害防除事業 県 尾鷲市 小脇町 

法面対策Ｌ＝０．１ｋｍ 

Ｒ４～R６ 

国道２５号災害防除事業 県 亀山市 法面対策 L=7.8km R2～R4 

国道１６３号災害防除事業 県 伊賀市 法面対策 L=2.4km R2～R7 

国道１６６号災害防除事業 県 松阪市 法面対策 L=16.0km R2～R9 

国道 260号災害防除事業 県 南伊勢町 法面対策 L=3.4km R2～R3 

国道４２２号災害防除事業 県 大台町 法面対策 L=12.8km R2～R10 

国道４２５号災害防除事業 県 尾鷲市 法面対策 L=14.9km R2～R12 

県道久居美杉線災害防除事業 県 津市 法面対策 L=2.8km R2～R４ 

県道紀宝川瀬線災害防除事業 県 紀宝町 法面対策 L=1.9km R2～R4 

県道御浜北山線災害防除事業 県 熊野市 法面対策 L=2.1km R2～R4 

県道小船紀宝線災害防除事業 県 紀宝町 法面対策 L=2.1km R2～R11 

国道１６５号冠水対策事業 県 名張市 瀬古口アンダー 

冠水対策Ｎ＝１箇所 

H30～R６ 

国道４７７号節電対策事業 県 四日市市 東名阪アンダー 

照明設備工 L=0.3km 

H30～R3 

国道４７７号節電対策事業 県 菰野町 蒼滝トンネル 

照明設備工 L=0.1km 

R2～R5 

国道４７７号節電対策事業 県 菰野町 武平トンネル 

照明設備工 L=0.3ｋｍ 

R3～R6 

県道茶屋町湯の山停車場線節

電対策事業 

県 菰野町 四日市リバティーゴルフクラブアン

ダー 

照明設備工 L=0.1ｋｍ 

R2～R5 

県道津芸濃大山田線節電対策

事業 

県 津市 宝並トンネル 

照明設備工 L=0.2ｋｍ 

H30～R5 

県道津芸濃大山田線節電対策

事業 

県 津市 大谷トンネル 

照明設備工 L=0.1ｋｍ 

H30～R5 

県道津芸濃大山田線節電対策

事業 

県 津市 笹子トンネル 

照明設備工 L=0.1ｋｍ 

H30～R5 

県道久居美杉線節電対策事業 県 津市 一志白山トンネル 

照明設備工 L=0.5km 

H30～R3 

国道１６６号節電対策事業 県 松阪市 田引トンネル 

照明設備工 L=0.1ｋｍ 

R2～R5 

県道蓮峡線節電対策事業 県 松阪市 辻堂トンネル 

照明設備工 L=0.2ｋｍ 

R2～R5 

県道松阪度会線節電対策事業 県 多気町 新女鬼トンネル 

照明設備工 L=0.2ｋｍ 

R2～R5 

国道２６０号節電対策事業 県 南伊勢町 棚橋トンネル 

照明設備工 L=0.3ｋｍ 

H30～R４ 

国道２６０号節電対策事業 県 南伊勢町 神原トンネル 

照明設備工 L=0.2ｋｍ 

R2～R5 

国道２６０号節電対策事業 県 南伊勢町 相賀浦トンネル 

照明設備工 L=0.6ｋｍ 

R2～R5 

国道２６０号節電対策事業 県 南伊勢町 紀勢南島トンネル 

照明設備工 L=1.5ｋｍ 

R2～R5 

国道２６０号節電対策事業 県 南伊勢町 古和浦トンネル 

照明設備工 L=0.7ｋｍ 

R2～R5 

国道 42号節電対策事業 県 伊勢市 新二見トンネル 

照明設備工 L=0.2ｋｍ 

R2～R5 

国道 42号節電対策事業 県 伊勢市 新二見トンネル（歩道） 

照明設備工 L=0.2ｋｍ 

R2～R5 

県道玉城南勢線節電対策事業 県 南伊勢町 鍛冶屋トンネル 

照明設備工 L=0.5ｋｍ 

H30～R４ 
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事業名 事業主体 市町 
事業概要 

（事業箇所、事業量等） 
事業期間 

県道玉城南勢線節電対策事業 県 南伊勢町 五ヶ所トンネル 

照明設備工 L=0.9ｋｍ 

R2～R5 

国道１６３号節電対策事業 県 伊賀市 新長野トンネル 

照明設備工 L=2.0ｋｍ 

R2～R5 

県道河合丸柱線節電対策事業 県 伊賀市 阿山中学校車道部 

照明設備工 L=0.1km 

R2～R5 

県道須賀利港相賀停車場線節

電対策事業 

県 紀北町 第２島勝浦トンネル 

照明設備工 L=0.3ｋｍ 

H30～R5 

県道須賀利港相賀停車場線節

電対策事業 

県 紀北町 引本トンネル 

照明設備工 L=0.6ｋｍ 

H30～R5 

県道須賀利港相賀停車場線節

電対策事業 

県 紀北町 須賀利トンネル 

照明設備工 L=0.4ｋｍ 

H30～R5 

県道須賀利港相賀停車場線節

電対策事業 

県 紀北町 島勝トンネル 

照明設備工 L=0.3ｋｍ 

H30～R5 

県道城ノ浜山居線節電対策事

業 

県 紀北町 古瀬川トンネル 

照明設備工 L=0.1ｋｍ 

H30～R5 

県道城ノ浜山居線節電対策事

業 

県 紀北町 浅間トンネル 

照明設備工 L=0.1ｋｍ 

H30～R5 

国道３１１号節電対策事業 県 熊野市 波田須トンネル 

照明設備工 L=0.1km 

H30～R3 

国道３１１号節電対策事業 県 熊野市 磯崎トンネル 

照明設備工 L=0.2km 

H30～R3 

国道３１１号節電対策事業 県 熊野市 二木島トンネル 

照明設備工 L=0.4km 

H30～R3 

国道３１１号節電対策事業 県 熊野市 金山トンネル 

照明設備工 L=0.1km 

H30～R3 

国道３１１号節電対策事業 県 御浜町 風伝トンネル 

照明設備工 L=1.0ｋｍ 

R2～R5 

国道１６９号節電対策事業 県 熊野市 高尾谷トンネル 

照明設備工 L=0.3km 

H30～R3 

県道鵜殿熊野節電対策事業 県 熊野市 有井トンネル 

照明設備工 L=0.7ｋｍ 

R2～R5 

県管理道路モニタリング事業 県 桑名市～熊野市 AIカメラ ２０基 R4～R6 

国道３６５号（東員工区その１） 県 東員町 道路改築 L=1.8km Ｈ２７～R5 

国道４７７号（尾平） 県 四日市市 道路改築 L=0.6km H31～Ｒ４ 

県道鈴鹿環状線（国府ＢＰⅠ期

その１工区） 

県 鈴鹿市 道路改築 L=1.0km Ｈ２６～Ｒ５ 

県道津久居線（久居工区） 県 津市 道路改築 L=0.8ｋｍ H26～R３ 

県道蓮狭線（七日市） 県 松阪市 道路改築 L=１．０km H14～Ｒ５ 

県道度会玉城線 県 度会町～玉城町 道路改築 L=0.7km Ｈ２0～Ｒ５ 

県道館町通線（御側橋） 県 伊勢市 道路改築 L=1.2km Ｈ２７～Ｒ４ 

県道鳥羽磯部線（山田） 県 志摩市 道路改築 L=0.6ｋｍ H25～Ｒ４ 

国道３６８号（伊賀名張拡幅１工

区その１） 

県 伊賀市～名張市 道路改築 L=2.0km Ｈ１8～Ｒ５ 

国道３６８号（伊賀名張拡幅２工

区） 

県 名張市 道路改築 L=1.８km Ｈ２1～Ｒ5 

県道矢口浦上里線 県 紀北町 道路改築 L=1.8km H9～Ｒ５ 

国道３１１号（甫母拡幅Ⅱ期１工

区） 

県 熊野市 道路改築 L=0.3km Ｈ２６～Ｒ５ 

県道紀宝川瀬線（新宮紀宝道

路アクセス） 

県 紀宝町 道路改築 L=0.4km Ｈ３１～Ｒ４ 

県道木曽岬弥富停車場線（三

崎） 

県 木曽岬町 道路改築 L=0.6km - 

国道４２１号（大安 ICアクセス

道路） 

県 いなべ市 道路改築 L=3.5ｋｍ - 

県道桑名大安線（桑部） 県 桑名市 道路改築 L=0.6ｋｍ - 
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県道桑名東員線（山田） 県 東員町 道路改築 L=0.7ｋｍ - 

県道四日市多度線（嘉例川） 県 桑名市～東員町 道路改築 L=0.4ｋｍ - 

国道４７７号（菰野ＢＰ） 県 菰野町 道路改築 L=2.0ｋｍ - 

県道桑名川越線 県 朝日町 道路改築 L=0.8ｋｍ - 

県道四日市鈴鹿環状線（釆女

北工区） 

県 四日市市 道路改築 L=０．９ｋｍ - 

県道上海老高角線 県 四日市市 道路改築 L=0.1ｋｍ Ｈ３１～Ｒ２ 

国道２５号（加太） 県 亀山市 道路改築 L=0.8ｋｍ - 

県道鈴鹿環状線（磯山 BPⅡ期

工区） 

県 鈴鹿市 道路改築 L=1.7ｋｍ - 

県道鈴鹿環状線（国府 BPⅠ期

その２工区） 

県 鈴鹿市 道路改築 L=１.0ｋｍ - 

県道亀山安濃線（鹿島橋） 県 亀山市 道路改築 L=0.6ｋｍ - 

県道神戸長沢線（Ⅱ期工区） 県 鈴鹿市 道路改築 L=1.4ｋｍ - 

国道１６３号（片田 BP：３工区） 県 津市 道路改築 L=2.4km - 

国道３６８号（下太郎生） 県 津市 道路改築 L=3.0km - 

国道３６８号（奥立川） 県 津市 道路改築 L=1.0ｋm - 

県道一志美杉線（室ノ口 BP） 県 津市 道路改築 L=1.1ｋm - 

県道上浜高茶屋久居線（１工

区） 

県 津市 道路改築 L=1.9ｋｍ - 

県道一志出家線（中川原橋） 県 津市 道路改築 L=1.3ｋｍ - 

県道二本木御衣田線 県 津市 道路改築 L=1.4ｋｍ - 

県道亀山白山線（３工区） 県 津市 道路改築 L=0.7ｋｍ - 

県道亀山安濃線（高野尾 BP） 県 津市 道路改築 L=1.3ｋｍ - 

国道３６８号（仁柿峠 BP） 県 松阪市 道路改築 L=3.9ｋｍ - 

国道４２２号（大熊拡幅） 県 大台町 道路改築 L=0.9ｋｍ - 

県道大台宮川線（天ヶ瀬） 県 大台町 道路改築 L=1.1ｋｍ - 

県道大台ヶ原線（桧原） 県 大台町 道路改築 L=0.6ｋｍ - 

県道勢和兄国松阪線（鍬形工

区） 

県 多気町 道路改築 L=1.0ｋｍ - 

県道松阪環状線 県 松阪市 道路改築 L=2.5ｋｍ - 

県道高奈上三瀬線（下三瀬） 県 大台町 道路改築 L=0.6ｋｍ - 

国道３６８号（色太） 県 多気町 道路改築 L=0.2ｋｍ - 

県道大台宮川線（弥起井） 県 大台町 道路改築 L=0.4ｋｍ - 

国道４２号（池の浦橋） 県 伊勢市 道路改築 L=0.4ｋｍ - 

国道２６０号（船越） 県 南伊勢町 道路改築 L=0.7ｋｍ - 

県道鳥羽松阪線（楠部拡幅） 県 伊勢市 道路改築 L=0.7ｋｍ - 

県道伊勢大宮線（野添） 県 大紀町 道路改築 L=1.0ｋｍ - 

国道２６０号（東宮河内Ⅰ期） 県 南伊勢町 道路改築 L=1.8km - 

県道伊勢大宮線（長原） 県 度会町 道路改築 L=0.2ｋｍ - 

国道１６７号（磯部 BP） 県 志摩市 道路改築 L=2.5ｋｍ - 

県道南勢磯部線（飯浜） 県 志摩市 道路改築 L=1.3ｋｍ - 

県道鳥羽磯部線（松尾拡幅） 県 鳥羽市 道路改築 L=0.9ｋｍ - 

県道登茂山公園線 県 志摩市 道路改築 L=1.1ｋｍ - 

国道３６８号（上長瀬） 県 名張市 道路改築 L=2.0ｋｍ - 

県道上野大山田線（蓮池） 県 伊賀市 道路改築 L=0.7ｋｍ - 

県道上野名張線（蔵持） 県 名張市 道路改築 L=0.7ｋｍ - 

県道上友田円徳院線 県 伊賀市 道路改築 L=0.6ｋｍ - 

県道名張青山線 県 名張市 道路改築 L=0.3ｋｍ - 

県道蔵持霧生線 県 伊賀市 道路改築 L=2.2ｋｍ - 

県道種生奥鹿野線 県 伊賀市 道路改築 L=0.7ｋｍ - 

県道上笠間八幡名張線 県 名張市 道路改築 L=1.0ｋｍ - 

県道観菩提寺線 県 伊賀市 道路改築 L=0.2ｋｍ - 

県道青山美杉線 県 伊賀市 道路改築 L=1.2ｋｍ - 

国道３１１号（賀田工区） 県 尾鷲市 道路改築 L=0.6ｋｍ - 



- 6 - 

事業名 事業主体 市町 
事業概要 

（事業箇所、事業量等） 
事業期間 

国道４２２号（下地志子） 県 紀北町 道路改築 L=1.８ｋｍ - 

国道３１１号（甫母拡幅Ⅱ期２工

区） 

県 熊野市 道路改築 L=0.3ｋｍ - 

県道七色峡線（瀬戸 BP） 県 熊野市 道路改築 L=0.8ｋｍ - 

県道紀宝川瀬線（高岡） 県 紀宝町 道路改築 L=1.8ｋｍ - 

県道御浜紀和線（西原 BP） 県 御浜町 道路改築 L=1.2ｋｍ - 

県道御浜紀和線（柿原） 県 御浜町 道路改築 L=0.７ｋｍ - 

県道御衣野下野代線 県 桑名市 道路改築 L=1.1ｋｍ  

国道３６５号（小牧拡幅） 県 四日市市 道路改築 L=0.8ｋｍ  

県道菰野東員線 県 四日市市 道路改築 L=0.1ｋｍ  

県道四日市関線（鷲山工区） 県 亀山市 道路改築 L=0.1ｋｍ  

国道３０６号（川崎庄内 BP） 県 鈴鹿市～亀山市 道路改築 L=3.4ｋｍ  

県道津関線 県 亀山市 道路改築 L=0.2ｋｍ  

国道３６８号（勢和） 県 多気町 道路改築 L=0.3ｋｍ  

国道１６６号（富永） 県 松阪市 道路改築 L=0.6ｋｍ  

県道田丸停車場斎明線 県 明和町 道路改築 L=0.1km  

県道横輪南勢線（Ⅱ期） 県 伊勢市 道路改築 L=1.1ｋｍ  

県道鳥羽磯部線（松尾拡幅） 県 鳥羽市 道路改築 L=0.9ｋｍ  

県道鳥羽磯部線（松尾） 県 鳥羽市 道路改築 L=0.5ｋｍ  

県道浜島阿児線（塩屋） 県 志摩市 道路改築 L=1.1ｋｍ  

国道４２２号（大原） 県 紀北町 道路改築 L=1.0ｋｍ  

国道３０９号（五郷） 県 熊野市 道路改築 L=0.5ｋｍ  

国道３11号（新鹿） 県 熊野市 道路改築 L=0.7ｋｍ  

国道 306号（冷川大橋） 県 いなべ市 橋梁耐震対策 N=1式 - 

国道 306号（藤原大橋） 県 いなべ市 橋梁耐震対策 N=1式 - 

国道 306号（北勢大橋） 県 いなべ市 橋梁耐震対策 N=1式 - 

国道 306号（治田跨線橋） 県 いなべ市 橋梁耐震対策 N=1式 - 

国道３６５号（黄金大橋） 県 いなべ市 橋梁耐震対策 N=1式 - 

国道 421号（無名橋３） 県 桑名市 橋梁耐震対策 N=1式 - 

県道桑名東員線（中央大橋） 県 東員町 橋梁耐震対策 N=1式 - 

県道桑名東員線（新嘉例川橋） 県 桑名市 橋梁耐震対策 N=1式 - 

国道 306号（相生橋） 県 菰野町 橋梁耐震対策 N=1式 - 

国道 306号（菰野大橋） 県 菰野町 橋梁耐震対策 N=1式 - 

県道三行庄野線（汲川原橋）

（上） 

県 鈴鹿市 橋梁耐震対策 N=1式 - 

県道三行庄野線（汲川原橋）

(下) 

県 鈴鹿市 橋梁耐震対策 N=1式 - 

県道神戸長沢線（汲川原橋）

(上) 

県 鈴鹿市 橋梁耐震対策 N=1式 - 

県道神戸長沢線（汲川原橋）

(下) 

県 鈴鹿市 橋梁耐震対策 N=1式 - 

県道神戸長沢線（庄野跨線橋） 県 鈴鹿市 橋梁耐震対策 N=1式 - 

県道亀山停車場石水渓線（池

の側橋） 

県 亀山市 橋梁耐震対策 N=1式 - 

国道 165号（白山大橋） 県 津市 橋梁耐震対策 N=1式 - 

国道 165号（入田橋） 県 津市 橋梁耐震対策 N=1式 - 

国道 368号（奥津橋） 県 津市 橋梁耐震対策 N=1式 - 

国道 368号（太郎生大橋） 県 津市 橋梁耐震対策 N=1式 - 

県道津関線（吉田山橋） 県 津市 橋梁耐震対策 N=1式 - 

県道久居美杉線（蛇川橋） 県 津市 橋梁耐震対策 N=1式 - 

県道久居美杉線（小戸木橋） 県 津市 橋梁耐震対策 N=1式 - 

県道松阪久居線（須賀瀬大橋） 県 津市 橋梁耐震対策 N=1式 - 

県道香良洲公園島貫線（香良

洲橋） 

県 津市 橋梁耐震対策 N=1式 - 

県道草生窪田津線（横川橋） 県 津市 橋梁耐震対策 N=1式 - 
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国道 166号（笠松橋） 県 松阪市 橋梁耐震対策 N=1式 - 

国道 166号（鍋倉橋） 県 松阪市 橋梁耐震対策 N=1式 - 

国道 166号（新赤桶橋） 県 松阪市 橋梁耐震対策 N=1式 - 

国道 166号（新乙栗子橋） 県 松阪市 橋梁耐震対策 N=1式 - 

国道 166号（乙栗子口橋） 県 松阪市 橋梁耐震対策 N=1式 - 

国道 166号（大畑橋） 県 松阪市 橋梁耐震対策 N=1式 - 

国道 166号（中野大橋） 県 松阪市 橋梁耐震対策 N=1式 - 

国道 166号（木梶大橋） 県 松阪市 橋梁耐震対策 N=1式 - 

国道 166号（美山橋） 県 松阪市 橋梁耐震対策 N=1式 - 

国道 166号（高見大橋） 県 松阪市 橋梁耐震対策 N=1式 - 

国道 166号（小谷橋） 県 松阪市 橋梁耐震対策 N=1式 - 

国道 166号（池の谷橋） 県 松阪市 橋梁耐震対策 N=1式 - 

国道 166号（高見口橋） 県 松阪市 橋梁耐震対策 N=1式 - 

国道 166号（毛原橋） 県 松阪市 橋梁耐震対策 N=1式 - 

国道 166号（瑞雲橋） 県 松阪市 橋梁耐震対策 N=1式 - 

県道松阪久居線（嬉野高架橋） 県 松阪市 橋梁耐震対策 N=1式 - 

県道松阪久居線（小川橋） 県 松阪市 橋梁耐震対策 N=1式 - 

県道鳥羽松阪線（第１避溢橋） 県 松阪市 橋梁耐震対策 N=1式 - 

県道鳥羽松阪線（祓川新橋） 県 松阪市 橋梁耐震対策 N=1式 - 

国道 42号（夫婦橋） 県 伊勢市 橋梁耐震対策 N=1式 - 

国道 260号（天海橋） 県 大紀町 橋梁耐震対策 N=1式 - 

国道 260号（海望橋） 県 大紀町 橋梁耐震対策 N=1式 - 

国道 260号（豊漁橋） 県 大紀町 橋梁耐震対策 N=1式 - 

国道 260号（東宮橋） 県 南伊勢町 橋梁耐震対策 N=1式 - 

国道 260号（1号桟道橋） 県 大紀町 橋梁耐震対策 N=1式 - 

国道 260号（２号桟道橋） 県 大紀町 橋梁耐震対策 N=1式 - 

国道 260号（３号桟道橋） 県 大紀町 橋梁耐震対策 N=1式 - 

県道伊勢磯部線（浦田橋）(上) 県 伊勢市 橋梁耐震対策 N=1式 - 

県道伊勢磯部線（浦田橋）(下) 県 伊勢市 橋梁耐震対策 N=1式 - 

県道鳥羽松阪線（度会橋） 県 伊勢市 橋梁耐震対策 N=1式 - 

県道玉城南勢線（南伊勢大橋） 県 度会町 橋梁耐震対策 N=1式 - 

国道 42号（鳥羽跨線橋） 県 鳥羽市 橋梁耐震対策 N=1式 - 

国道 167号（船津橋） 県 鳥羽市 橋梁耐震対策 N=1式 - 

国道 167号（幸丘橋） 県 鳥羽市 橋梁耐震対策 N=1式 - 

県道伊勢磯部線（恵利原橋） 県 志摩市 橋梁耐震対策 N=1式 - 

県道伊勢磯部線（神路大橋２号

橋） 

県 志摩市 橋梁耐震対策 N=1式 - 

県道浜島阿児線（桧山路大橋） 県 志摩市 橋梁耐震対策 N=1式 - 

県道阿児磯部鳥羽線（安楽島

大橋）(上) 

県 鳥羽市 橋梁耐震対策 N=1式 - 

県道阿児磯部鳥羽線（安楽島

大橋）（下） 

県 鳥羽市 橋梁耐震対策 N=1式 - 

国道 25号（五月橋） 県 伊賀市 橋梁耐震対策 N=1式 - 

国道 163号（小田高架橋） 県 伊賀市 橋梁耐震対策 N=1式 - 

国道 163号（大橋） 県 伊賀市 橋梁耐震対策 N=1式 - 

国道 163号（新長田橋） 県 伊賀市 橋梁耐震対策 N=1式 - 

国道 163号（寺田橋） 県 伊賀市 橋梁耐震対策 N=1式 - 

国道 163号（高良城橋） 県 伊賀市 橋梁耐震対策 N=1式 - 

国道 165号（新夏見橋） 県 名張市 橋梁耐震対策 N=1式 - 

国道 368号（天王大橋） 県 名張市 橋梁耐震対策 N=1式 - 

国道 368号（安場西橋） 県 伊賀市 橋梁耐震対策 N=1式 - 

県道上野大山田線（友生架道

橋） 

県 伊賀市 橋梁耐震対策 N=1式 - 

県道上野名張線（沖津藻大橋） 県 名張市 橋梁耐震対策 N=1式 - 

国道 311号（古川橋） 県 尾鷲市 橋梁耐震対策 N=1式 - 
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国道 169号（桃崎大橋） 県 熊野市 橋梁耐震対策 N=1式 - 

国道 169号（高尾谷橋） 県 熊野市 橋梁耐震対策 N=1式 - 

国道 169号（細手谷橋） 県 熊野市 橋梁耐震対策 N=1式 - 

国道 169号（七色ダム橋） 県 熊野市 橋梁耐震対策 N=1式 - 

国道 311号（西の谷橋） 県 熊野市 橋梁耐震対策 N=1式 - 

国道 311号（湊川橋） 県 熊野市 橋梁耐震対策 N=1式 - 

国道 311号（鍛冶屋谷橋） 県 熊野市 橋梁耐震対策 N=1式 - 

県道紀宝川瀬線（跡田橋） 県 紀宝町 橋梁耐震対策 N=1式 - 

 

県土整備部関連（河川分野） 

事業名 事業主体 市町 
事業概要 

（事業箇所、事業量等） 
事業期間 

一級河川鍋田川耐震対策事業 県 木曽岬町 堤防・水門・排水機場耐震対策 H28～ 

R28 

一級河川山除川耐震対策事業 県 桑名市 排水機場耐震対策 R4～R7 

二級河川員弁川河川改修事業 県 桑名市～東員町 河川改修（橋梁、井堰改築含む） H21～ 

R20 

二級河川三滝川（海蔵川）河川

改修事業 

県 四日市市 河川改修（橋梁、井堰改築含む） H18～ 

R17 

二級河川三滝新川河川改修事

業 

県 四日市市 河川改修 R3～R8 

二級河川朝明川河川改修事業 県 四日市市～川越町 河川改修（橋梁、井堰改築含む） H28～ 

R27 

二級河川堀切川（釜屋川）河川

改修事業 

県 鈴鹿市 河川改修（橋梁改築及び堤防耐震

化含む） 

H28～ 

R27 

一級河川芥川河川改修事業 県 鈴鹿市 河川改修（橋梁改築含む） H12～ 

R30 

一級河川椋川河川改修事業 県 鈴鹿市～亀山市 河川改修（橋梁、井堰改築含む） H12～ 

R30 

二級河川志登茂川河川改修事

業 

県 津市 河川改修（橋梁、井堰改築含む） H27～ 

R26 

二級河川安濃川（岩田川）河川

改修事業 

県 津市 河川改修（橋梁改築含む） H15～ 

R14 

二級河川相川河川改修事業 県 津市 河川改修（橋梁、井堰改築含む） H22～ 

R21 

二級河川三渡川河川改修事業 県 松阪市 河川改修（橋梁改築含む） H20～ 

R19 

二級河川百々川河川改修事業 県 松阪市 河川改修（橋梁改築含む） H20～ 

R19 

二級河川金剛川河川改修事業 県 松阪市 河川改修、水門耐震対策 H28～ 

R28 

二級河川大堀川耐震対策事業 県 明和町～伊勢市 水門耐震対策 R4～R6 

二級河川笹笛川耐震対策事業 県 明和町 防潮水門耐震対策 R3～R5 

二級河川桧尻川河川改修事業 県 伊勢市 河川改修（橋梁改築含む） H28～ 

R18 

二級河川外城田川河川改修事

業 

県 伊勢市～玉城町 河川改修（橋梁改築含む） R2～R31 

二級河川奥川河川改修事業 県 大紀町 河川改修（津波対策水門新設含

む） 

H30～ 

R29 

一級河川五十鈴川河川改修事

業 

県 伊勢市 河川改修（橋梁、井堰改築含む） H28～ 

R23 

一級河川大内山川河川改修事

業 

県 大紀町 河川改修 H28～ 

R13 

一級河川汁谷川河川改修事業 県 伊勢市 河川改修（排水機場整備含む） R2～R3２ 
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事業名 事業主体 市町 
事業概要 

（事業箇所、事業量等） 
事業期間 

二級河川前川河川改修事業 県 志摩市 河川改修（橋梁、ボックス改築含

む）、水門耐震対策 

H28～ 

R27 

一級河川木津川河川改修事業 県 伊賀市 河川改修（橋梁、井堰改築含む） H28～ 

R28 

一級河川熊野川河川改修事業 県 熊野市～紀宝町 河川改修 H29～ 

R29 

二級河川井戸川耐震対策事業 県 熊野市 樋門耐震対策 H29～ 

R29 

二級河川神内川河川改修事業 県 紀宝町 河川改修（水門改築含む） Ｒ１～Ｒ３０ 

二級河川志原川（産田川）河川

改修事業 

県 熊野市～紀宝町 河川改修（橋梁改築含む） H2６～ 

R2５ 

河川管理施設長寿命化対策事

業 

県 木曽岬町、桑名市、

鈴鹿市、津市、松阪

市、明和町、伊勢

市、志摩市、熊野

市、紀宝町 

河川管理施設の延命化 H24～ 

R37 

緊急・防災減災事業 県 県内 地震・津波対策（水門等横断工作

物の改築含む）、監視局整備、危機

管理型水位計設置、簡易型監視カ

メラ設置 

Ｒ２～Ｒ６ 

防災対策事業 県 県内 河川改修 Ｒ２～Ｒ６ 

緊急河川改修事業（一般事業

債） 

県 県内 河川改修、洪水浸水想定区域図作

成 

Ｒ２～Ｒ６ 

緊急自然災害防止対策事業 県 県内 河川改修 Ｒ２～Ｒ7 

河川堆積土砂対策事業 県 県内 河川堆積土砂撤去 

 

Ｒ２～Ｒ６ 

一級河川改修事業 

木曽川下流 

国土交通省 桑名市、木曽岬町 堤防整備、堤防強化、河道掘削他 H20～ 

R19 

一級河川改修事業 

鈴鹿川 

国土交通省 四日市市、鈴鹿市、

亀山市 

堤防整備、堤防強化、河道掘削、

横断工作物改築、高潮堤防整備他 

H28～ 

R27 

一級河川改修事業 

雲出川 

国土交通省 津市、松阪市 堤防整備、河道掘削、横断工作物

改築、洪水調節施設整備、高潮堤

防整備他 

H27～ 

R26 

一級河川改修事業 

櫛田川 

国土交通省 松阪市、多気町、明

和町 

河道掘削、樹木伐採、橋梁改築、

堤防整備、護岸整備、高潮堤防整

備他 

H16～ 

R16 

一級河川改修事業 

宮川 

国土交通省 伊勢市、玉城町 堤防整備、堤防強化、河道掘削、

排水機場増強、耐震対策他 

H27～ 

R26 

河川工作物関連応急対策事業 

 木曽川下流 

国土交通省 桑名市、木曽岬町 樋門・樋管等改善 - 

河川工作物関連応急対策事業 

 鈴鹿川 

国土交通省 四日市市、鈴鹿市、

亀山市 

樋門・樋管等改善 - 

河川工作物関連応急対策事業

費 

 雲出川 

国土交通省 津市、松阪市 樋門・樋管改善等 - 

河川工作物関連応急対策事業 

 櫛田川 

国土交通省 松阪市、多気町、明

和町 

樋門・樋管改善等 - 

河川工作物関連応急対策事業 

 宮川 

国土交通省 伊勢市、玉城町 樋門・樋管等改善 - 

総合水系環境整備事業 

 木曽川水系 

国土交通省 桑名市、木曽岬町 自然再生他 H12～ 

R13 
総合水系環境整備事業 

 櫛田川水系 

国土交通省 松阪市 自然再生 H25～R5 

総合水系環境整備事業 

 宮川水系 

国土交通省 玉城町 水辺整備 H19～R3 
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事業名 事業主体 市町 
事業概要 

（事業箇所、事業量等） 
事業期間 

一級河川改修事業 

熊野川 

国土交通省 紀宝町 河道掘削 等 H22～ 

R14 

一級河川改修事業 

木津川上流 

国土交通省 伊賀市、名張市 築堤、法尻補強 等 H20～ 

R19 

一級河川改修事業 

木津川上流（大規模） 

国土交通省 伊賀市、名張市 河道掘削、水門、築堤 等 S４4～ 

R19 

総合水系環境整備事業 

 淀川水系 

国土交通省 名張市 水辺整備 等 H1～R25 

河川工作物関連応急対策事業 

 木津川上流 

国土交通省 伊賀市 越流堤部質的改善、ポンプ改善 - 

監視局改修事業 県 県内 監視局改修 Ｒ２～Ｒ６ 
統制局改修事業 県 県内 統制局改修 Ｒ２～Ｒ６ 

水位局改修事業 県 県内 水位局改修 Ｒ２～Ｒ６ 

雨量局改修事業 県 県内 雨量局改修 Ｒ２～Ｒ６ 

洪水浸水想定区域図作成事業 県 県内 洪水浸水想定区域図作成 Ｒ２～Ｒ６ 

水位情報機器設置事業 県 県内 簡易型河川監視カメラ設置 等 Ｒ２～Ｒ６ 

 

県土整備部関連（下水道分野） 

事業名 事業主体 市町 
事業概要 

（事業箇所、事業量等） 
事業期間 

北勢沿岸流域下水道（南部処

理区）南部浄化センター 

県 四日市市 処理場施設増設 H30～R7 

宮川流域下水道（宮川処理区）

明和幹線 

県 明和町 管渠工（L=2.0km） R2～R10 

宮川流域下水道（宮川処理区）

内宮幹線 

県 伊勢市 管渠工（L=2.0km） R2～Ｒ７ 

宮川流域下水道（宮川処理区）

五十鈴川幹線 

県 伊勢市 管渠工（L=0.7km） R1～R4 

北勢沿岸流域下水道(北部処

理区) 

県 四日市市、桑名市、

いなべ市、東員町、

菰野町、朝日町、川

越町 

管渠、処理場耐震対策 R3～R7 

北勢沿岸流域下水道（南部処

理区） 

県 四日市市、鈴鹿市、

亀山市 

管渠、処理場耐震対策 R3～R7 

中勢沿岸流域下水道（志登茂

川処理区） 

県 津市 処理場津波対策 R3～R7 

中勢沿岸流域下水道（松阪処

理区） 

県 津市、松阪市、多気

町 

管渠、処理場耐震対策 

管渠、処理場津波対策 

R3～R7 

宮川流域下水道（宮川処理区） 県 伊勢市 処理場津波対策 R3～R7 

北勢沿岸流域下水道(北部処

理区) 

県 四日市市、桑名市、

いなべ市、東員町、

菰野町、朝日町、川

越町 

管路、ポンプ場、処理場改築・更新 R2～R6 

北勢沿岸流域下水道（南部処

理区） 

県 四日市市、鈴鹿市、

亀山市 

処理場改築・更新 R2～R6 

中勢沿岸流域下水道（雲出川

左岸処理区） 

県 津市 管路、ポンプ場、処理場改築・更新 R2～R6 

中勢沿岸流域下水道（松阪処

理区） 

県 津市、松阪市、多気

町 

管路、ポンプ場、処理場改築・更新 R2～R6 

宮川流域下水道（宮川処理区） 県 伊勢市、明和町、玉

城町 

処理場改築・更新 R2～R6 

 

  



- 11 - 

県土整備部関連（砂防分野） 

事業名 事業主体 市町 
事業概要 

（事業箇所、事業量等） 
事業期間 

越美山系直轄砂防事業 

※三重県は負担金を支出 

国土交通省 岐阜県揖斐川町、本

巣市 

砂防堰堤、渓流保全工、床固工等 H23～ 

R21 

木津川水系直轄砂防事業 

 

国土交通省 名張市 砂防堰堤 H28～ 

R27 

小滝川通常砂防事業 県 いなべ市 山腹工 H18～R7 

材木川通常砂防事業 県 いなべ市 砂防堰堤工、渓流保全工 H21～R8 

西之貝戸川通常砂防事業 県 いなべ市 砂防堰堤工、床固工、堰堤嵩上工 H18～R6 

青川通常砂防事業 県 いなべ市 砂防堰堤工 H21～R7 

冷川通常砂防事業 県 いなべ市 砂防堰堤工 H29～R8 

少部原谷川通常砂防事業 県 いなべ市 砂防堰堤工、渓流保全工 H21～R4 

田切川左支流通常砂防事業 県 いなべ市 砂防堰堤工 R3～R8 

肱江川左支流-1通常砂防事業 県 桑名市 砂防堰堤工 R3～R8 

埋縄谷川通常砂防事業 県 朝日町 砂防堰堤工 R4～R8 

かや落し谷通常砂防事業 県 菰野町 砂防堰堤工 H20～R5 

市ノ谷通常砂防事業 県 亀山市 砂防堰堤工 H28～R9 

八島川通常砂防事業 県 鈴鹿市 砂防堰堤工 H31～R5 

宇谷川通常砂防事業 県 津市 砂防堰堤工 H25～R4 

こも谷川通常砂防事業 県 津市 砂防堰堤工 H29～R5 

深田川通常砂防事業 県 津市 砂防堰堤工 H29～R5 

笠上川通常砂防事業 県 津市 砂防堰堤工 R2～R8 

長谷通常砂防事業 県 多気町 砂防堰堤工、渓流保全工 H29～R6 

島谷川通常砂防事業 県 大台町 砂防堰堤工、付替道路工 H20～R6 

平野通常砂防事業 県 大台町 砂防堰堤工 H31～R4 

木馬瀬通常砂防事業 県 大台町 砂防堰堤工 H31～R6 

神野谷川通常砂防事業 県 松阪市 砂防堰堤工、渓流保全工 R3～R8 

半三郎谷通常砂防事業 県 松阪市 砂防堰堤工 R3～R6 

止山東谷通常砂防事業 県 度会町 砂防堰堤工 H29～R4 

北山川通常砂防事業 県 度会町 砂防堰堤工 H29～R4 

六ヶ谷通常砂防事業 県 度会町 砂防堰堤工 R3～R7 

万所谷川通常砂防事業 県 伊勢市 砂防堰堤工 R3～R7 

小平谷通常砂防事業 県 大紀町 砂防堰堤工 H26～R4 

大谷川通常砂防事業 県 大紀町 砂防堰堤工、取付護岸工 H30～R7 

上の山の谷通常砂防事業 県 南伊勢町 砂防堰堤工、渓流保全工 H29～R3 

奥出の谷通常砂防事業 県 南伊勢町 砂防堰堤工、渓流保全工 H30～R5 

奥ノ垣外通常砂防事業 県 南伊勢町 砂防堰堤工 R3～R7 

宮谷通常砂防事業 県 鳥羽市 砂防堰堤工 H22～R6 

奥谷通常砂防事業 県 伊賀市 砂防堰堤工、渓流保全工 H31～R5 

平川通常砂防事業 県 伊賀市 砂防堰堤工、床固工 R3～R6 

柱谷川通常砂防事業 県 尾鷲市 砂防堰堤工、渓流保全工 H29～R6 

太田通常砂防事業 県 尾鷲市 砂防堰堤工、渓流保全工 H30～R6 

林ノ谷西通常砂防事業 県 尾鷲市 砂防堰堤工 R2～R8 

林ノ谷東通常砂防事業 県 尾鷲市 砂防堰堤工 R3～R8 

名柄川支川１通常砂防事業 県 尾鷲市 砂防堰堤工 R2～R7 

ヨネダニ通常砂防事業 県 尾鷲市 砂防堰堤工 R3～R12 

猪ノ谷通常砂防事業 県 紀北町 砂防堰堤工、渓流保全工 H29～R3 

猿谷通常砂防事業 県 紀北町 砂防堰堤工 H30～R7 

谷地東谷通常砂防事業 県 紀北町 砂防堰堤工 H29～R6 

滝ヶ谷通常砂防事業 県 紀北町 砂防堰堤工 R3～R7 

在ノ上北谷通常砂防事業 県 紀北町 砂防堰堤工 R2～R8 

寝釈迦川通常砂防事業 県 紀北町 砂防堰堤工 R3～R6 

桑谷川通常砂防事業 県 熊野市 砂防堰堤工、渓流保全工 H18～R7 

雨東谷通常砂防事業 県 熊野市 砂防堰堤工、渓流保全工 H23～R5 

大谷川通常砂防事業 県 熊野市 砂防堰堤工、渓流保全工 H30～R4 
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事業名 事業主体 市町 
事業概要 

（事業箇所、事業量等） 
事業期間 

大川通常砂防事業 県 熊野市 砂防堰堤工、渓流保全工 H31～

R13 

ヨドロ崎通常砂防事業 県 御浜町 砂防堰堤工、渓流保全工 H29～R3 

東地川通常砂防事業 県 御浜町 砂防堰堤工 R2～R7 

里地谷通常砂防事業 県 紀宝町 砂防堰堤工、渓流保全工 H23～R3 

西ノ谷通常砂防事業 県 紀宝町 砂防堰堤工、渓流保全工 H29～R6 

かぶち谷通常砂防事業 県 紀宝町 砂防堰堤工、渓流保全工 H30～R9 

木曽川・長良川・揖斐川圏域総

合流域防災事業（砂防設備等

緊急改築事業） 

県 桑名市、いなべ市 砂防堰堤工、床固工 R2～R7 

鈴鹿川圏域総合流域防災事業

（砂防設備等緊急改築事業） 

県 亀山市、菰野町 砂防堰堤工 R2～R7 

雲出川圏域総合流域防災事業

（砂防設備等緊急改築事業） 

県 津市 砂防堰堤工、床固工 H３１～R4 

宮川圏域総合流域防災事業

（砂防設備等緊急改築事業） 

県 南伊勢町、大紀町 砂防堰堤工 R2～R7 

櫛田川圏域総合流域防災事業

（砂防設備等緊急改築事業） 

県 松阪市 砂防堰堤工 R2～R7 

淀川圏域総合流域防災事業

（砂防設備等緊急改築事業） 

県 伊賀市 砂防堰堤工、床固工 R2～R7 

熊野川圏域総合流域防災事業

（砂防設備等緊急改築事業） 

県 尾鷲市、紀北町 砂防堰堤工 R2～R7 

木曽川・長良川・揖斐川圏域総

合流域防災事業（長寿命化計

画変更） 

県 いなべ市、桑名市、

東員町 

長寿命化計画の変更及びその変

更に係る施設点検 

R2～R4 

鈴鹿川圏域総合流域防災事業

（長寿命化計画変更） 

県 亀山市、四日市市、

鈴鹿市、朝日町、菰

野町 

長寿命化計画の変更及びその変

更に係る施設点検 

R2～R4 

雲出川圏域総合流域防災事業

（長寿命化計画変更） 

県 津市 長寿命化計画の変更及びその変

更に係る施設点検 

R2～R4 

櫛田川圏域総合流域防災事業

（長寿命化計画変更） 

県 松阪市、多気町、明

和町 

長寿命化計画の変更及びその変

更に係る施設点検 

R2～R4 

宮川圏域総合流域防災事業

（長寿命化計画変更） 

県 伊勢市、鳥羽市、志

摩市、玉城町、度会

町、南伊勢町、大紀

町、大台町 

長寿命化計画の変更及びその変

更に係る施設点検 

R2～R4 

淀川圏域総合流域防災事業

（長寿命化計画変更） 

県 名張市、伊賀市 長寿命化計画の変更及びその変

更に係る施設点検 

R2～R4 

熊野川圏域総合流域防災事業

（長寿命化計画変更） 

県 尾鷲市、熊野市、紀

北町、御浜町、紀宝

町 

長寿命化計画の変更及びその変

更に係る施設点検 

R2～R4 

土砂災害警戒区域等の周知啓

発事業 

県 県内 土砂災害警戒区域等標識設置 R2～R3 

木曽川・揖斐川・長良川圏域総

流防事業（急傾斜：上野１地区） 

県 桑名市 法面工 H２５～R５ 

森家野地区急傾斜地崩壊対策

事業 

県 松阪市 擁壁工 H２４～R３ 

畑井地区急傾斜地崩壊対策事

業 

県 松阪市 法面工 H２７～R３ 

辻原５地区急傾斜地崩壊対策

事業 

県 松阪市 擁壁工 H３１～R６ 

柏野地区急傾斜地崩壊対策事

業 

県 松阪市 擁壁工 R３～R８ 

犬飼地区急傾斜地崩壊対策事

業 

県 松阪市 擁壁工 R4～R8 
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事業名 事業主体 市町 
事業概要 

（事業箇所、事業量等） 
事業期間 

蓮華寺地区急傾斜地崩壊対策

事業 

県 度会町 擁壁工 H２９～R３ 

川上２地区急傾斜地崩壊対策

事業 

県 度会町 擁壁工 H３０～R５ 

泉地区急傾斜地崩壊対策事業 県 南伊勢町 擁壁工 R３～R８ 

奥馬野地区急傾斜地崩壊対策

事業 

県 伊賀市 擁壁工 Ｈ３０～Ｒ４ 

柘植町２地区急傾斜地崩壊対

策事業 

県 伊賀市 擁壁工 H３１～R６ 

宮の上地区急傾斜地崩壊対策

事業 

県 尾鷲市 擁壁工 

法面工 

H２８～R５ 

九鬼２地区急傾斜地崩壊対策

事業 

県 尾鷲市 擁壁工 

法面工 

H２９～R５ 

山居３地区急傾斜地崩壊対策

事業 

県 紀北町 擁壁工 H３１～R６ 

西町地区急傾斜地崩壊対策事

業 

県 紀北町 擁壁工 

法面工 

R２～R3 

坂場４地区急傾斜地崩壊対策

事業 

県 尾鷲市 擁壁工 

法枠工 

H３１～R７ 

二木島相川小向地区急傾斜地

崩壊対策事業 

県 熊野市 擁壁工 H２３～R４ 

甫母地区急傾斜地崩壊対策事

業 

県 熊野市 擁壁工、法面工 H１６～R４ 

阿田和地区急傾斜地崩壊対策

事業 

県 御浜町 法面工 H２４～R４ 

上地４地区急傾斜地崩壊対策

事業 

県 紀宝町 擁壁工 H２９～R４ 

鮒田地区急傾斜地崩壊対策事

業 

県 紀宝町 擁壁工 R4～R7 

熊野川圏域総流防事業（急傾

斜：上地３地区） 

県 紀宝町 擁壁工、法枠工 H２１～R4 

引作地区急傾斜地崩壊対策事

業 

県 御浜町 擁壁工、法枠工 R２～R９ 

仲坪地区急傾斜地崩壊対策事

業 

県 熊野市 擁壁工 R２～R８ 

木曽川・揖斐川・長良川圏域総

合流域防災事業（基礎調査） 

県 桑名市、いなべ市、

東員町 

基礎調査 R２～R６ 

鈴鹿川圏域総合流域防災事業

（基礎調査） 

県 四日市市、鈴鹿市、

亀山市、菰野町、朝

日町 

基礎調査 R２～R６ 

雲出川圏域総合流域防災事業

（基礎調査） 

県 津市 基礎調査 R２～R６ 

櫛田川圏域総合流域防災事業

（基礎調査） 

県 松阪市、多気町、明

和町、大台町 

基礎調査 R２～R６ 

宮川圏域総合流域防災事業

（基礎調査） 

県 伊勢市、鳥羽市、志

摩市、玉城町、度会

町、大紀町、南伊勢

町 

基礎調査 R２～R６ 

淀川圏域総合流域防災事業

（基礎調査） 

 

県 伊賀市、名張市 基礎調査 R２～R６ 

熊野川圏域総合流域防災事業

（基礎調査） 

 

県 尾鷲市、熊野市、紀

北町、御浜町、紀宝

町 

基礎調査 R２～R６ 

総合流域防災事業（情報基盤） 

 

県 県内 土砂災害情報提供システム R4 
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事業名 事業主体 市町 
事業概要 

（事業箇所、事業量等） 
事業期間 

土砂災害リスク情報情報整備

事業 

県 県内 土砂災害警戒区域等標識設置 R4～R10 

県単急傾斜地崩壊対策事業 県 県内 法面工 

擁壁工 

R2～R６ 

県単通常砂防事業 県 県内 砂防堰堤工 R2～R６ 

緊急浚渫推進事業 県 県内 砂防堰堤堆積土砂撤去 R2～R６ 

砂防関係施設長寿命化事業 県 県内 砂防関係施設の長寿命化に係る対

策 

R2～R１０ 

 

県土整備部関連（ダム分野） 

事業名 事業主体 市町 
事業概要 

（事業箇所、事業量等） 
事業期間 

鳥羽河内ダム建設事業 県 鳥羽市 重力式コンクリートダム S５５～ 

R10 

君ヶ野ダム長寿命化事業 県 津市 君ヶ野ダム関係設備の長寿命化に

係る対策 

H30～ 

R29 

宮川ダム長寿命化事業 県 大台町 宮川ダム関係設備の長寿命化に係

る対策 

H30～ 

R29 

滝川ダム長寿命化事業 県 伊賀市 滝川ダム関係設備の長寿命化に係

る対策 

H31～ 

R30 

 

県土整備部関連（港湾・海岸分野） 

事業名 事業主体 市町 
事業概要 

（事業箇所、事業量等） 
事業期間 

津松阪港（大口地区）港湾改修

事業 

県 松阪市 岸壁改修 H26～R５ 

鳥羽港（中之郷地区）港湾改修

事業 

県 鳥羽市 岸壁改修 R4～R９ 

津松阪港（大口地区）港湾改修

事業 

県 松阪市 航路・泊地浚渫 R3～R7 

津松阪港（大口地区）港湾改修

事業 

県 松阪市 岸壁修繕 R3～R４ 

鵜殿港（川原地区）港湾改修事

業 

県 紀宝町 防波堤修繕 Ｈ30～Ｒ４ 

鳥羽港（中之郷地区）港湾改修

事業 

県 鳥羽市 岸壁修繕 Ｒ４～Ｒ９ 

長島港（中之島地区）港湾改修

事業 

県 紀北町 臨港道路橋梁耐震対策 Ｈ25～Ｒ4 

宇治山田港（大湊・今一色地

区）港湾改修事業 

県 伊勢市 護岸改修 Ｈ28～Ｒ9 

宇治山田港（大湊・今一色地

区）港湾改修事業 

県 伊勢市 防波堤改修 Ｒ2～Ｒ５ 

津松阪港（新堀地区）港湾改修

事業 

県 津市 物揚場改修 Ｈ28～Ｒ５ 

県単港湾改修事業 県 県内 老朽化対策等 Ｒ２～Ｒ６ 

上野・白塚海岸 海岸保全施設

整備連携事業 

（上野地区海岸） 

県 津市 高潮対策 R1～R６ 

上野・白塚海岸 海岸保全施設

整備連携事業 

（白塚地区海岸） 

県 津市 高潮対策 R1～R６ 

城南第一地区海岸高潮対策事

業 

県 桑名市 高潮対策 H２６～

R10 

川越地区海岸高潮対策事業 県 川越町 高潮対策 H２６～R７ 
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事業名 事業主体 市町 
事業概要 

（事業箇所、事業量等） 
事業期間 

南若松地区海岸高潮対策事業 県 鈴鹿市 高潮対策 R1～R１１ 

千里～白塚地区海岸高潮対策

事業 

（千里～白塚地区海岸） 

県 津市 高潮対策 Ｈ３０～ 

R１２ 

南張地区海岸高潮対策事業 県 志摩市 耐震対策 H28～R８ 

相賀浦地区海岸高潮対策事業 県 南伊勢町 高潮対策 R３～R７ 

阿田和地区海岸高潮対策事業 県 御浜町 高潮対策 H21～R4 

井田地区海岸高潮対策事業 県 紀宝町 高潮対策 S58～ 

R13 

伊勢湾熊野灘沿岸津波・高潮

危機管理対策緊急事業 

県 県内 陸閘改良等 

（川越地区海岸など５地区海岸） 

高潮浸水想定図作成 

観測施設・情報提供施設等整備１

式 

H３０～R６ 

伊勢湾北部海岸堤防老朽化対

策緊急事業 

（長島地区海岸～大淀地区海

岸） 

県 桑名市～明和町 老朽化対策 

（下箕田地区海岸など２１地区海

岸） 

R1～R５０ 

伊勢志摩海岸堤防老朽化対策

緊急事業 

（北浜地区海岸～南張地区海

岸） 

県 伊勢市～志摩市 老朽化対策 

（国府地区海岸など 2４地区海岸） 

R1～R５０ 

南伊勢東紀州海岸堤防老朽化

対策緊急事業 

（田曽浦地区海岸～鵜殿地区

海岸） 

県 南伊勢町～紀宝町 老朽化対策 

（有馬地区海岸など２３地区海岸） 

R1～R５０ 

津松阪港海岸直轄海岸保全施

設整備事業 

（河芸、松本崎、阿漕浦藤枝米

津地区、栗真地区海岸） 

国土交通省 津市 高潮対策 H２３～R５ 

千代崎港海岸侵食対策事業 

（原永地区） 

県 鈴鹿市 侵食対策 H２７～ 

R２３ 

宇治山田港海岸高潮対策事業

（大湊地区） 

県 伊勢市 高潮対策 R1～R１８ 

宇治山田港海岸侵食対策事業

（二見地区） 

県 伊勢市 侵食対策 H１２～ 

R１２ 

鳥羽港海岸高潮対策事業 

（安楽島地区） 

県 鳥羽市 高潮対策 R３～R２０ 

的矢港海岸高潮対策事業 

（的矢地区） 

県 志摩市 高潮対策 S６１～ 

R１３ 

長島港海岸高潮対策事業 

（中ノ島地区） 

県 紀北町 高潮対策 H２～R６ 

伊勢湾熊野灘沿岸津波・高潮

危機管理対策緊急事業 

県 県内 陸閘改良等 

（賢島港海岸など５地区海岸） 

高潮浸水想定図作成 

観測施設・情報提供施設等整備１

式 

H３０～R６ 

伊勢湾熊野灘沿岸海岸堤防老

朽化対策緊急事業 

 

県 県内 老朽化対策 

（千代崎港海岸など５１地区海岸） 

R1～R５０ 

井田海岸緊急保全事業 県 紀宝町 養浜工等 R２～R６ 

県単海岸局部改良事業 県 県内 堤防改良、養浜工等 R２～R６ 
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四日市港管理組合関連 

事業名 事業主体 市町 
事業概要 

（事業箇所、事業量等） 
事業期間 

四日市地区（千歳運河） 四日市港管

理組合 

四日市市 護岸改修（L=0.54㎞） H23～R6 

霞ヶ浦地区 22号岸壁 四日市港管

理組合 

四日市市 下部工補修（L=0.28㎞） R1～R6 

霞ヶ浦地区 60～62号岸壁 四日市港管

理組合 

四日市市 防食対策（L=0.39㎞） R1～R３ 

四日市地区第 2埠頭 11号岸

壁 

四日市港管

理組合 

四日市市 防食対策（L=0.2㎞） R5～R12 

霞ヶ浦地区霞ヶ浦南埠頭 70～

73号岸壁 

四日市港管

理組合 

四日市市 防食対策（L=0.3㎞） R6～R12 

四日市地区第 1第 2埠頭間 6

号岸壁 

四日市港管

理組合 

四日市市 防食対策（L=0.18㎞） R3～R12 

四日市地区第 2埠頭 12号岸

壁 

四日市港管

理組合 

四日市市 防食対策（L=0.14㎞） R３～R12 

四日市地区第 3埠頭 16号岸

壁 

四日市港管

理組合 

四日市市 防食対策（L=0.11㎞） R3～R12 

四日市地区第 3埠頭 17号・

18号岸壁 

四日市港管

理組合 

四日市市 防食対策（L=0.16㎞） R5～R12 

霞ヶ浦地区霞ヶ浦南埠頭 30号

岸壁 

四日市港管

理組合 

四日市市 防食対策（L=0.06㎞） R5～R12 

霞ヶ浦地区霞ヶ浦南埠頭 74号

岸壁 

四日市港管

理組合 

四日市市 防食対策（L=0.13㎞） R5～R12 

浜園地区浜園埠頭 50～59号

岸壁 

四日市港管

理組合 

四日市市 防食対策（L=0.58㎞） R5～R12 

四日市地区ひき船さん橋 四日市港管

理組合 

四日市市 防食対策（L=0.18㎞） R3～R12 

1号地地区 四日市港管

理組合 

四日市市 耐震対策（L=2.1㎞） H29～R6 

四日市港管

理組合 

四日市市 老朽化対策 R５～R12 

富田港地区 四日市港管

理組合 

四日市市 耐震対策（L=0.6㎞） H15～R6 

四日市港管

理組合 

四日市市 高潮対策（付帯設備(排水機場

等)N=1式 

H30～R6 

富洲原港地区 四日市港管

理組合 

四日市市 耐震対策（水門補強 N=1基） R2～R6 

四日市港管

理組合 

四日市市 老朽化対策（附帯設備（水門等）

N=1式) 

R7～R12 

富双地区 四日市港管

理組合 

四日市市 老朽化対策（附帯設備（水門等）

N=1式) 

R7～R12 

運河地区 四日市港管

理組合 

四日市市 耐震対策（水門補強 N=1基） R3～R5 

四日市港管

理組合 

四日市市 老朽化対策（附帯設備（水門等）

N=1式) 

R7～R12 

2号地地区 四日市港管

理組合 

四日市市 老朽化対策 R５～R13 

四日市港管

理組合 

四日市市 老朽化対策（附帯設備（防潮扉）

N=1式) 

R3～R6 

塩浜地区 - 四日市市 耐震対策（L=2.3㎞） R6～R14 

四日市港管

理組合 

四日市市 老朽化対策（附帯設備（樋門）N=1

式) 

R1～R6 
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事業名 事業主体 市町 
事業概要 

（事業箇所、事業量等） 
事業期間 

石原地区 - 四日市市 耐震対策（L=2.4㎞） R6～R14 

霞ｹ浦地区 27号岸壁 四日市港管

理組合 

四日市市 岸壁改良工（L=0.33㎞） H27～R6 

霞ｹ浦地区（北ふ頭） 四日市港管

理組合 

四日市市 ふ頭用地 （Ａ＝１２ｈａ） R３～R１０ 

外港地区東防波堤 四日市港湾

事務所 

四日市市 老朽化対策（L=2.45㎞） - 

霞ｹ浦地区 2４号岸壁 四日市港湾

事務所 

四日市市 老朽化対策（L=0.24㎞）    - 

霞ｹ浦地区 ８１号岸壁 四日市港湾

事務所 

四日市市 岸壁新設（L=０.３３㎞） R３～R7 

 

県土整備部関連（住宅・建築分野） 

事業名 事業主体 市町 
事業概要 

（事業箇所、事業量等） 
事業期間 

住宅・建築物安全ストック形成

事業 

県、市町 県内 住宅・建築物の耐震診断、補強設

計、補強工事その他耐震化に係る

事業全般 

R3～R7 

公営住宅等ストック総合改善事

業 

県、市町 津市、桑名市、四日

市市、鈴鹿市、松阪

市 

三重県公営住宅等長寿命化計画

に基づく県営住宅の長寿命化型改

善工事 

事業箇所：県営住宅千里団地他 

事業量等：938戸 

R２～R12 

狭あい道路整備等促進事業 県、市町 県内 道路情報整備事業、道路拡幅整備

事業 

- 

宅地耐震化推進事業 県、市町 県内 大規模盛土造成地変動予測調査 - 

 

県土整備部関連（街路・公園分野） 

事業名 事業主体 市町 
事業概要 

（事業箇所、事業量等） 
事業期間 

（都）外宮度会橋線〔第２工区〕 県 伊勢市 電線共同溝（整備延長 0.67km） Ｈ30～Ｒ4 

（都）外宮常磐線 県 伊勢市 電線共同溝（整備延長 2.08ｋｍ） Ｈ30～ 

Ｒ10 

（都）本町宮川堤線 県 伊勢市 電線共同溝（整備延長 1.67ｋｍ） Ｒ4～Ｒ14 

（都）尾鷲港新田線 県 尾鷲市 電線共同溝、道路工（整備延長

0.72ｋｍ） 

Ｈ29～Ｒ９ 

（都）桑部播磨線 県 桑名市 道路改良（延長１．１７ｋｍ） Ｈ30～ 

Ｒ12 

（都）野町国府線 県 鈴鹿市 道路改良（延長 0.91ｋｍ） Ｈ30～Ｒ9 

（都）服部橋新都市線 県 伊賀市 道路改良（延長 0.65ｋｍ） Ｈ29～Ｒ5 

国営木曽三川公園 国土交通省 桑名市 公園整備 S55～ 

北勢中央公園 県 四日市市 公園整備 Ｈ28～Ｒ7 

鈴鹿青少年の森 県 鈴鹿市 公園整備 R3～Ｒ4 

熊野灘臨海公園 県 紀北町 公園整備 Ｒ2～Ｒ8 

北勢中央公園 県 四日市市 施設更新 Ｈ25～Ｒ4 

鈴鹿青少年の森 県 鈴鹿市 施設更新 Ｈ25～Ｒ4 

亀山サンシャインパーク 県 亀山市 施設更新 Ｈ25～R4 

県庁前公園 県 津市 施設更新 H25～R4 

大仏山公園 県 伊勢市 施設更新 H25～R4 
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農林水産部関連 

事業名 事業主体 市町 
事業概要 

（事業箇所、事業量等） 
事業期間 

基幹土地改良施設防災機能拡

充保全事業 

県、市町 桑名市他 排水機、機場工、調査・計画等 - 

県営ため池等整備事業 県 桑名市他 堤体工、頭首工等 - 

地すべり対策事業 県 伊賀市 地すべり防止工 - 

団体営ため池等整備事業 市町 桑名市他 調査・計画等 - 

団体営かんがい排水事業 市町 桑名市他 実施計画策定等 - 

団体営農業集落排水整備促進

事業 

市町 名張市他 機能強化対策、処理施設 - 

命と暮らしを守る農道保全事業 県 志摩市他 農道工 - 

海岸保全施設整備事業 県 鳥羽市他 堤防工 - 

基幹農業水利施設ストックマネ

ジメント事業 

県 いなべ市他 用水路工等 - 

治山事業（農山漁村地域整備

交付金） 

県 県内 ・三重県地域防災計画に基づく山

地災害危険地区における治山施設

整備（渓間工、山腹工） 

・機能強化・老朽化対策 

- 

治山事業（農山漁村地域整備

交付金） 

県 県内 

 

公益的機能の低下した保安林にお

ける森林整備（森林整備等） 

- 

治山事業（緊急予防治山事業） 県 県内 

 

三重県地域防災計画に基づく山地

災害危険地区のＡランクにおける

治山施設整備（渓間工、山腹工） 

- 

林道事業（農山漁村地域整備

交付金） 

県、市町 地域森林計画の「林

道の開設及び拡張

に関する計画」に掲

載されている林道の

整備 

林道開設、改良、舗装、橋梁点検

診断、保全整備等 

- 

林道事業（地方創生道整備推

進交付金） 

県、市町 地域森林計画の「林

道の開設及び拡張

に関する計画」に掲

載されている林道の

整備 

林道開設、改良、舗装、橋梁点検

診断、保全整備等 

- 

鳥獣被害防止総合対策事業 地 域 協 議

会、市町 

桑名市他 推進事業及び侵入防止柵整備等 - 

県営水産物供給基盤機能保全

事業 

県 南伊勢町他 護岸、物揚場、船揚場、臨港道路、

突堤、防波堤 

- 

県営漁港施設機能強化事業 県 志摩市他 防波堤、岸壁 - 

県営水産生産基盤整備事業 県 大紀町他 防波堤、護岸、岸壁、道路 - 

県営水産生産基盤整備事業 

（農山漁村地域整備交付金） 

県 鳥羽市他 船揚場、物揚場、道路、防風柵、陸

閘 

- 

県営漁港海岸保全事業 

（農山漁村地域整備交付金） 

県 南伊勢町他 

 

護岸、堤防、陸閘 - 

県営漁港海岸保全事業 県 津市他 堤防、陸閘 - 

県単治山事業 県 県内 

 

・三重県地域防災計画に基づく山

地災害危険地区における治山施設

整備（渓間工、山腹工） 

・治山施設維持修繕等 

- 

国補造林事業 森林経営計

画認定者等 

原則、森林経営計画

または特定間伐等促

進計画の対象森林 

間伐等の森林整備及びこれと一体

となった路網整備等 

- 

特定森林再生事業 市町等 公益的機能別施業

森林または保安林 

条件不利森林における、市町等の

公的主体による森林造成 

- 
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事業名 事業主体 市町 
事業概要 

（事業箇所、事業量等） 
事業期間 

花粉発生源対策促進事業 市町、森林

所有者等 

スギまたはヒノキ林 花粉の発生源であるスギ、ヒノキの

伐倒や少花粉苗への植え替え等 

- 

林業・木材産業成長産業化促

進対策事業 

市町、森林

所有者、意

欲と能力の

ある林業経

営体等 

原則、森林経営計画

の対象森林、生産基

盤強化区域内 

「林業・木材産業成長産業化促進

対策事業構想」で位置づけられた

事業主体が行う搬出間伐及びこれ

と一体となった路網整備等 

- 

先進的造林技術推進事業 市町、森林

所有者等 

生産林または環境林 地域の実状に応じた効率化・低コ

スト化技術の導入、リモートセンシ

ング技術の活用実証 

- 

原木安定供給促進事業 市町、森林

所有者、認

定林業事業

体等 

原則、森林経営計画

の対象森林、路網整

備を行う場合は生産

基盤強化区域内 

「体質強化計画」で位置づけられた

事業主体が行う搬出間伐及びこれ

と一体となった路網整備等 

- 

県単造林事業 市町、森林

所有者、認

定林業事業

体等 

生産林 国補造林事業の補助要件を満たさ

ない箇所における間伐等の森林整

備及びこれと一体となった路網整

備等 

- 

県単森林環境創造事業 市町 県内 針広混交林化への転換に向けた森

林施業等 

- 

林道事業（その他） 県、市町 地域森林計画の「林

道の開設及び拡張

に関する計画」に掲

載されている林道の

整備 

林道開設、改良、舗装 - 

治山事業（その他） 県 県内 

 

三重県地域防災計画に基づく山地

災害危険地区等における治山施設

整備（渓間工、山腹工） 

- 

治山事業（その他） 県 県内 公益的機能の低下した保安林の森

林整備（森林整備等） 

- 

災害に強い森林づくり推進事業 県 県内 流木や土砂の流出による災害発生

の恐れのある渓流沿いの森林にお

ける危険木の除去、森林整備等 

 

流域防災機能強化対策事業 

 

市町 県内 山腹崩壊の発生源となる斜面上部

等における、根系や下層植生の発

達を促すための森林整備 

 

災害からライフラインを守る事

前伐採事業 

市町 県内 台風などの倒木被害により電線な

どのライフラインを寸断する恐れの

ある危険木の事前伐採 

- 

 

医療保健部関連 

事業名 事業主体 市町 
事業概要 

（事業箇所、事業量等） 
事業期間 

地域介護・福祉空間整備等施

設整備交付金事業 

県、市町 県内 高齢者施設等の非常用自家発電

設備整備事業等 

- 

老人保健福祉施設整備費補助

金事業 

市町、社会

福祉法人、

医療法人 

県内 特別養護老人ホーム及び介護老人

保健施設の創設、特別養護老人ホ

ームの増築及び養護老人ホームの

改修又は改築 

- 

三重県地域医療介護総合確保

基金事業（介護施設等の整備に

関する事業） 

市町、社会

福祉法人等 

県内 地域密着型特別養護老人ホーム、

認知症高齢者グループホーム等の

創設、改築等 

- 
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子ども・福祉部関連 

事業名 事業主体 市町 
事業概要 

（事業箇所、事業量等） 
事業期間 

児童養護施設等整備費補助金

事業 

社会福祉法

人 

県内 児童養護施設整備等 - 

社会福祉施設整備補助金事業 市町 県内 児童館耐震補強修繕 - 

 

環境生活部関連 

事業名 事業主体 市町 
事業概要 

（事業箇所、事業量等） 
事業期間 

循環型社会形成推進交付金・

浄化槽設置整備事業及び公共

浄化槽等推進事業 

市町 県内 浄化槽設置整備 - 

（重文） 旧永島家襖絵〈曽我蕭

白筆〉 防災施設整備（美術工

芸品・公共）事業 

県 津市 重要文化財を所有する県立美術館

の防災・防火設備の改修・更新 

R3～R４ 

（重文） 三重県斎宮跡出土品 

美術工芸品 保存修理 事業 

県 明和町 重要文化財の保存修理 H22～R７ 

 

地域連携部関連 

事業名 事業主体 市町 
事業概要 

（事業箇所、事業量等） 
事業期間 

地籍調査費負担金 市町 県内 地籍調査事業 - 

地籍整備推進調査費補助金 市町ほか 県内 国土調査法 19条 5項申請 - 

 

教育委員会関連 

事業名 事業主体 市町 
事業概要 

（事業箇所、事業量等） 
事業期間 

特別支援学校施設建築費 県 県内 校舎等の大規模改修等 - 

地域文化財総合活性化事業 

（国宝重要文化財等保存・活用

事業費補助金を含む） 

市町 県内 国史跡松坂城跡の石垣修理 

 

H26～ 

地域文化財総合活性化事業 

（国宝重要文化財等防災施設

整備費補助金を含む） 

文化財所有

者 

県内 国宝専修寺御影堂、重文諸戸家住

宅、重文高倉神社等の防災施設整

備 

H22～ 

地域文化財総合活性化事業 文化財所有

者 

県内 県有形春日神社拝殿の耐震補強

工事等 

H29～R４ 

地域文化財総合活性化事業 市町 県内 県史跡田丸城跡の石垣修理 H29～ 

 

警察本部関連 

事業名 事業主体 市町 
事業概要 

（事業箇所、事業量等） 
事業期間 

災害に備えた交通安全施設等

の整備事業 

県 県内 信号機電源付加装置等の整備 - 

 


