
国北整企画第９３号

令和５年２月１７日

富山県知事

新田 八朗 殿

国土交通省 北陸地方整備局長

内藤 正彦

（公 印 省 略）

直轄事業の事業計画等（富山県関連分）［予定］について

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

さて、当局の令和５年度政府予算案における令和５年度事業計画等［予定］のうち、

富山県関連分について別紙のとおりお知らせいたします。

(事業計画等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：企画部 企画課 企画課第一係



令和５年度 富山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 2,189,000 729,665

（一般河川改修事業）

黒部川
直轄管理区間　L=20.7km
（黒部川築堤・護岸・河道掘削
他）

90 201,000 67,000 下立地区：侵食対策　1式　等 黒部川　河川改修推進 0.3～2.8

常願寺川
直轄管理区間　L=21.5km
（常願寺川築堤・護岸・河道掘削
他）

125 247,000 82,333
利田日置地区：侵食対策　L=20m
上滝地区：侵食対策　L=200m　等

利田日置地区：侵食対策（令和7年度完成予定）　等 0.3～3.2

神通川
直轄管理区間　L=48.1km
（神通川築堤・護岸・河道掘削
他）

390 1,097,000 365,666

安野屋地区：築堤 L=100m、樋門改築　N=1基
有沢地区：築堤　L=200m
成子地区：侵食対策　L=550m
草島地区：河道掘削　V=12.5千m3　等

草島地区：河道掘削（令和9年度以降完成予定）　等 1.9～16

庄川
直轄管理区間　L=26.1km
（庄川築堤・護岸・河道掘削他）

389 432,000 144,000
太田地区：侵食対策　L=40m
大門地区：侵食対策　L=50m
上高岡地区：侵食対策　L=50m　等

大門地区　侵食対策（令和9年度以降完成予定）
上高岡地区　侵食対策（令和7年度完成予定）　等

0.3～6.0

小矢部川
直轄管理区間　L=37.4km
（小矢部川築堤・護岸・河道掘削
他）

114 212,000 70,666 長江地区：浸透対策　L=120m　等 長江地区　浸透対策（令和7年度完成予定）　等 0.3～3.0

（目）河川工作物関連応急対策事業費 122,000 40,666

神通川
直轄管理区間　L=48.1km
樋門樋管等改善

- 122,000 40,666 松川放水門函体構造改善 - -

（項）都市水環境整備事業費

（目）総合水系環境整備事業費 193,700 96,850

黒部川水系
直轄管理区間　L=20.7km
（自然再生）

黒部川水系
19

96,300 48,150 黒部川中流部　礫河原再生　A=38,400m2
黒部川中流部　礫河原再生　等
（令和9年度以降完成予定）

0.005～1.4

神通川水系
直轄管理区間　L=48.1km
（自然再生）

神通川水系
43

97,400 48,700
金屋・八尾町石戸地区　淵の形成　N=1箇所、
瀬の造成　N=1箇所

小泉地区　淵の形成　等
（令和9年度以降完成予定）

0.01～0.8

ダム事業

（項）多目的ダム建設事業費

（目）庄川利賀ダム建設費 4,445,700 1,333,710

庄川利賀ダム

堤高=112.0m・堤頂長=255.0m
工事用道路（国道471号利賀
BP)・
市道仙野原細島付替　他

1,640 4,445,700 1,333,710 転流工工事、工事用道路工事　等 ダム本体工事、転流工事、工事用道路工事　等 85 令和9年度以降完成予定

備　　考
令和4年度当初予算（千円）

令和5年度事業内容
令和5年度事業

進捗見込み
（億円）

事　　業　　種　　別 箇　　所　　名 全体事業規模
全体事業費

（億円）
令和4年度事業内容



令和５年度 富山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
備　　考

令和4年度当初予算（千円）
令和5年度事業内容

令和5年度事業
進捗見込み

（億円）
事　　業　　種　　別 箇　　所　　名 全体事業規模

全体事業費
（億円）

令和4年度事業内容

砂防事業

（項）砂防事業費

（目）砂防事業費 5,066,000 1,688,665

常願寺川水系  流域面積A=368km2 854 3,710,000 1,236,666

新湯砂防堰堤群
滝谷砂防堰堤群
湯川上流砂防堰堤群
兎谷砂防堰堤群（Ⅱ期）
金山谷砂防堰堤群
有峰地区渓岸対策
多枝原谷下流砂防堰堤群
真川上流砂防堰堤群
真川第3号砂防堰堤
常願寺川中流域砂防堰堤改築
サブ谷砂防堰堤改築
常願寺川中流域斜面対策
桑谷上流砂防堰堤
天鳥下流砂防堰堤
中小屋砂防堰堤
称名川流域砂防設備改築
砂防設備設計、用地取得A=3.59ha　等

新湯砂防堰堤群（令和9年度以降完成予定）
滝谷砂防堰堤群（令和6年度完成予定）
湯川上流砂防堰堤群（令和6年度完成予定）
－
金山谷砂防堰堤群（令和9年度以降完成予定）
有峰地区渓岸対策（令和5年度完成予定）
多枝原谷下流砂防堰堤群（令和5年度完成予定）
真川上流砂防堰堤群（令和5年度完成予定）
真川第3号砂防堰堤（令和8年度完成予定）
常願寺川中流域砂防堰堤改築（令和9年度以降完成予定）
サブ谷砂防堰堤改築（令和9年度以降完成予定）
常願寺川中流域斜面対策（令和5年度完成予定）
桑谷上流砂防堰堤（令和7年度完成予定）
天鳥下流砂防堰堤（令和9年度以降完成予定）
－
称名川流域砂防設備改築（令和5年度完成予定）　等

17 ～ 45

神通川水系  流域面積A=761km2 607 761,000 253,666

右俣谷第4号砂防堰堤改築
右俣谷第4号上流砂防堰堤
右俣谷第1号下流砂防堰堤群改築
小鍋谷第11号上流砂防堰堤群
江馬東町砂防堰堤群
跡津川砂防堰堤群
高原川流域流木対策
白谷砂防堰堤群
貝塩第2号砂防堰堤
高原川流域砂防設備改築
砂防設備設計、用地取得A=2.98ha　等

右俣谷第4号砂防堰堤改築（令和7年度完成予定）
右俣谷第4号上流砂防堰堤（令和9年度以降完成予定）
右俣谷第1号下流砂防堰堤群改築（令和9年度以降完成予定）
小鍋谷第11号上流砂防堰堤群（令和9年度以降完成予定）
江馬東町砂防堰堤群（令和9年度以降完成予定）
跡津川砂防堰堤群（令和5年度完成予定）
高原川流域流木対策（令和9年度以降完成予定）
白谷砂防堰堤群（令和8年度完成予定）
貝塩第2号砂防堰堤（令和7年度完成予定）
高原川流域砂防設備改築（令和7年度完成予定）　等

2.9 ～ 9.2

黒部川水系  流域面積A=484km2 135 595,000 198,333

黒薙川砂防堰堤群
小黒部谷第2号砂防堰堤
祖母谷砂防堰堤群改築
砂防設備設計　等

黒薙川砂防堰堤群（令和9年度以降完成予定）
小黒部谷第2号砂防堰堤（令和9年度以降完成予定）
祖母谷砂防堰堤群改築（令和7年度完成予定）　等 3.2 ～ 7.2

海岸事業

（項）海岸事業費

（目）海岸保全施設整備事業費 1,429,813 476,604

下新川海岸 直轄施行区域　Ｌ＝17,225m 1,031 1,429,813 476,604
第1工区　人工リーフ改良
第3工区　離岸堤
第3工区　離岸堤改良　等

第1工区　人工リーフ改良（令和9年度以降完成予定）
第3工区　離岸堤（令和9年度以降完成予定）　等

0.1～6.9

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　4年災） 374,985 124,870

小矢部川 矢水町地区　護岸L=224m 3.8 374,985 124,870 矢水町地区　護岸L=224m - -

（項）河川等災害関連事業費

（目）河川等災害関連事業費（河川　4年災） 141,079 47,026

小矢部川 矢水町地区　護岸L=53m 1.4 141,079 47,026 矢水町地区　護岸L=53m - -

13,962,277 4,538,056

（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5年度　富山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8号 入善黒部バイパス L=16.1km 917 1,500 500
・調査設計
・用地買収
・改良工

・〈調査設計〉
・〈用地買収〉
・改良工、橋梁下部工

10～15億円程度

国道8号 豊田新屋立体 L=2.9km 340 2,900 967
・調査設計
・用地買収
・改良工、橋梁下部工

・〈調査設計〉
・〈用地買収〉
・改良工、橋梁下部工

5～24億円程度

国道8号 中島本郷立体 L=7.4km 450 100 33 ・調査設計 ・〈調査設計〉 ー～1億円程度

国道8号 六家立体 L=1.3km 80 900 300
・調査設計
・公共補償
・橋梁上下部工

・〈調査設計〉
・〈公共補償〉
・橋梁上部工、〈橋梁下部工〉

6～9億円程度

国道41号 猪谷楡原道路 L=7.4km 485 1,200 400
・調査設計
・公共補償
・改良工、橋梁上下部工

・調査設計
・〈公共補償〉
・〈改良工〉、橋梁上下部工

5～12億円程度

国道41号 大沢野富山南道路 L=12.0km 380 1,500 500
・調査設計
・用地買収
・改良工、橋梁下部工

・〈調査設計〉
・〈用地買収〉
・改良工、橋梁下部工

5～15億円程度

計 8,100 2,700 残事業費：約1,150億円

(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

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　富山県における事業計画（R5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8号 - - 508 169 倶利伽羅防災　等 倶利伽羅防災　等 2～4億円程度

(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
R4年度当初

Ｒ4年度事業内容 Ｒ5年度予定事業内容 Ｒ5年度事業進捗見込み 備　　考



令和５年度　富山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 1,119 373

小矢部地区交通安全対策
新庄地区交通安全対策
京町事故対策
等

小矢部地区交通安全対策
太郎丸交差点事故対策
宇波地区交通安全対策
等

ー ー 612 306 防護柵、区画線 区画線、CCTV　等

ー ー ー ー ー ー ー

ー ー 388 194
羽広電線共同溝
内免電線共同溝
等

羽広電線共同溝
内免電線共同溝
等

 

2,119 873   

(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。

Ｒ５年度事業進捗見込み 備　　考

交通安全事業
（Ⅰ種）

国道8号
国道41号
国道156号
等

12～24億円程度

交通安全事業
（Ⅱ種）

国道8号
国道41号
国道156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
Ｒ４年度事業 Ｒ５年度予定事業

国道8号
国道156号

合　　　　計



【港湾整備事業】

令和4年度 令和5年度予定 令和5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）

伏木富山港
伏木富山港新湊地区中央ふ頭
再編整備事業

70 1,515 682
岸壁(-14m)(中央2号)(改良)、
泊地(-14m)

岸壁(-14m)(中央2号)(改良)、
泊地(-14m)

15  ～ 18億円程度 令和5年度完成予定

伏木富山港 伏木富山港予防保全事業 138 540 266
岸壁(-10m)(2号)(改良)、
防波堤(波除)(改良)、
防波堤(北)（改良)

岸壁(-10m)(2号)(改良)、
防波堤(波除)(改良)、
防波堤(北)（改良)

- ～ 4億円程度
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5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、今後変更する可能性があります。

※「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。

※今後、事業箇所を追加する場合があります。

港湾関係事業令和5年度予算　事業計画通知（R5年2月）

港名 プロジェクト名
全体事業費

（億円）

令和4年度当初
（百万円）

備考


