






 1



 2

































(主)四日市関線(西庄内工区)

(主)鈴鹿環状線
（磯山ﾊﾞｲﾊﾟｽⅡ期工区）

(主)神戸長沢線（Ⅱ期工区）

(一)亀山安濃線

（鹿島橋）

継続箇所
(事業実施箇所)

新規着手箇所
(事業実施箇所)

事業実施検討箇所

(主)亀山鈴鹿線

（野町国府線）
(主)鈴鹿環状線
(国府バイパス
Ⅰ期）

（国）２５号（加太）

(主)四日市関線
（鷲山工区）

(主)津関線

(主)神戸長沢線
（定五郎橋）

（国）２５号（加太市場）

令和３年度 道路事業計画（公表図面）













令和３年度道路事業計画(公表図面)

（一）上友田円徳院線

（一）種生奥鹿野線

(国)368号 （上長瀬）

（一）蔵持霧生線

（主）上野大山田線

（主）上野大山田線（蓮池）

（主）上野名張線 （蔵持）

（一）上笠間八幡名張線

（一）名張青山線

（主）松阪青山線（霧生拡幅）

(国)368号 （伊賀名張拡幅）

(国)163号（寺田橋)

(国)25号（五月橋）

（一）信楽上野線 （新服部橋）

継続箇所
(事業実施箇所)

新規着手箇所
(事業実施箇所)

事業実施検討箇所

（一）観菩提寺線

（主）青山美杉線

（一）信楽上野線 (西高倉)

（主）上野名張線 （２工区）

（主）伊賀青山線

(服部橋新都市線)

































道路の整備に関するプログラム
■事業一覧

数量 単位
道路 三重県 三重県管理道路 橋梁 4215 橋 県内全域 修繕
道路 三重県 三重県管理道路 トンネル 127 本 県内全域 修繕
道路 三重県 三重県管理道路 大型構造物 191 基 県内全域 修繕
道路 三重県 三重県管理道路 舗装 3446 km 県内全域 修繕
道路 三重県 一般県道 安乗港線 鵜方 2.84 km 志摩市 交安
道路 三重県 一般県道 阿児磯部鳥羽線 安楽島1 1.50 km 鳥羽市 交安
道路 三重県 主要地方道 松阪一志線 大阿坂 1.86 km 松阪市 交安
道路 三重県 主要地方道 宮妻峡線 水沢 0.75 km 四日市市 交安
道路 三重県 主要地方道 紀勢インター線 崎 2.95 km 大紀町 交安
道路 三重県 主要地方道 伊勢大宮線 長原 0.68 km 度会町 交安
道路 三重県 主要地方道 甲南阿山伊賀線 田中 0.87 km 伊賀市 交安
道路 三重県 主要地方道 四日市楠鈴鹿線 川合 2.20 km 四日市市 交安
道路 三重県 国道 306号 東庄内 1.20 km 鈴鹿市 交安
道路 三重県 主要地方道 南勢磯部線 山原 0.50 km 志摩市 交安
道路 三重県 一般県道 伊賀甲南線 下柘植 0.20 km 伊賀市 交安
道路 三重県 一般県道 須賀利港相賀停車場線 東長島 2.40 km 紀北町 交安
道路 三重県 国道 421号 大木 1.50 km 東員町～いなべ市 交安
道路 三重県 主要地方道 四日市鈴鹿環状線 神戸 0.07 km 鈴鹿市 交安
道路 三重県 一般県道 鈴鹿芸濃線 三宅 0.15 km 鈴鹿市 交安
道路 三重県 一般県道 矢口浦上里線 上里踏切 0.01 km 紀北町 踏切対策
道路 三重県 一般県道 片野飯高線 片野 0.88 km 多気町 交安
道路 三重県 一般県道 木曽岬弥富停車場線 富田子 0.22 km 木曽岬町 交安
道路 三重県 国道 365号 下海老 1.30 km 四日市市 交安
道路 三重県 一般県道 鈴鹿宮妻峡線 下大久保 0.54 km 鈴鹿市 交安
道路 三重県 主要地方道 津関線 楠原 1.90 km 津市 交安
道路 三重県 主要地方道 松阪久居線 嬉野宮古 1.10 km 松阪市 交安
道路 三重県 国道 311号 金山 0.10 km 熊野市 交安
道路 三重県 国道 421号 鳥取 0.06 km 東員町 交安
道路 三重県 一般県道 亀山停車場石水渓線 羽若 0.30 km 亀山市 交安
道路 三重県 国道 166号 辻原 0.30 km 松阪市 交安
道路 三重県 一般県道 平生庄田線 榊原 1.30 km 津市 交安
道路 三重県 主要地方道 伊勢松阪線 前野 0.10 km 明和町 交安
道路 三重県 主要地方道 伊勢松阪線 大淀・松阪４号踏切 0.15 km 松阪市 踏切対策
道路 三重県 一般県道 伊勢小俣松阪線 斎宮 0.50 km 明和町 交安
道路 三重県 国道 306号 藤原町山口 0.78 km いなべ市 防災
道路 三重県 主要地方道 南濃北勢線 二之瀬 0.58 km いなべ市 防災
道路 三重県 国道 477号 大字菰野～大字菰野 1.95 km 菰野町 防災
道路 三重県 一般県道 関大山田線 6.90 km 亀山市 防災
道路 三重県 主要地方道 松阪青山線 美杉町八手俣 0.30 km 津市 防災
道路 三重県 国道 163号 南長野 0.30 km 津市 防災
道路 三重県 国道 166号 飯高町波瀬～丹生寺町 3.40 km 松阪市 防災
道路 三重県 一般県道 蓮峡線 飯高町  森 10.00 km 松阪市 防災
道路 三重県 一般県道 大宮宮川線（上菅工区） 上菅 0.15 km 大台町 防災
道路 三重県 国道 422号 栗谷 0.10 km 大台町 防災
道路 三重県 主要地方道 伊勢南島線 栗原 0.12 km 度会町 防災
道路 三重県 国道 260号（南伊勢町～大紀町工区） 南伊勢町宿浦～大紀町錦 1.08 km 南伊勢町・大紀町 防災
道路 三重県 国道 163号 0.16 km 伊賀市 防災

事業規模
市町村名工区名（対象構造物）事業者 道路種別事業種別 主たる事業内容路線名





















道路の整備に関するプログラム「市町　改築・交通安全・防災・修繕事業」
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事業主体 路線名等 事業概要 事業主体 路線名等 事業概要 事業主体 路線名等 事業概要

桑名市 桑部東金井2号線(伊勢朝日第2号踏切道) 歩道設置 菰野町 音羽岡線 現道拡幅 津市 大里睦合山室町線外1路線 舗装修繕

桑名市 坂井多度線外5路線 舗装修繕 菰野町 潤田池底線 歩道整備 津市 塔世橋南郊線 舗装修繕

桑名市 橋梁長寿命化修繕 14橋 橋梁修繕 菰野町 潤田南部開発道路 歩道整備 津市 塔世橋南郊線 歩道整備

桑名市 桑名北部東員線 バイパス整備 菰野町 千草川北線ほか1路線 舗装修繕 津市 岩田橋阿漕浦線外32路線 照明灯LED化

桑名市 大山田播磨線 バイパス整備 菰野町 蒼滝橋更新 橋梁架替 津市 栗真中山町一身田駅線外24路線 照明灯LED化

桑名市 大山田ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｴﾘｱSIC ICアクセス 菰野町 橋梁長寿命化修繕 7橋 橋梁修繕 津市 片田町久居戸木線 舗装修繕

いなべ市 丹生川久下2区119号線 バイパス整備 朝日町 3-52号線外5路線 舗装修繕 津市 栗真小川高野尾町線外5路線 舗装修繕

いなべ市 笠田新田中央線(1工区) 現道拡幅 鈴鹿市 萱町水巻線外6線 路肩整備 津市 上浜町一身田町第1号線外4路線 舗装修繕

いなべ市 西方上笠田線 歩道整備 鈴鹿市 加佐登鼓ヶ浦線 現道拡幅 津市 白山芸濃線 法面対策

いなべ市 楚原北勢線 路肩整備 鈴鹿市 安塚393号線外1路線 現道拡幅 津市 白山芸濃線外1路線 橋梁耐震

いなべ市 橋梁長寿命化修繕 7橋 橋梁修繕 鈴鹿市 庄野羽山四丁目105号線外2路線 現道拡幅 津市 高茶屋小森町第24号線外1路線 歩道整備

木曽岬町 西対海地・和泉線 バイパス整備 鈴鹿市 長太新町四丁目279号線 現道拡幅 津市 船頭町垂水線外18路線 カラー舗装

木曽岬町 上加路戸横断線 現道拡幅 鈴鹿市 平野三日市線 現道拡幅 津市 広明町河辺町線 歩道整備

木曽岬町 橋梁長寿命化修繕 3橋 橋梁修繕 鈴鹿市 三日市地子町線 現道拡幅 津市 上浜町一身田町第1号線外2路線 路肩整備

東員町 鳥取山田線外9路線 舗装修繕 鈴鹿市 竹野108号線外4路線 舗装修繕 津市 白山芸濃線 道路改良

東員町 穴太弁天山2号線 舗装修繕 鈴鹿市 高岡台四丁目405号線外27路線 舗装修繕 津市 庄田榊原線 道路改良

東員町 橋梁長寿命化修繕 5橋 橋梁修繕 鈴鹿市 花川西能褒野線外20路線 舗装修繕 津市 新横山目細線 道路拡幅

四日市市 富田21号線 歩道整備 鈴鹿市 鈴鹿中央線外2路線 橋梁耐震 津市 津興橋更新 橋梁架替

四日市市 曽井尾平線 路肩整備 鈴鹿市 加佐登一丁目188号線 歩道整備 津市 橋梁長寿命化修繕 34橋 橋梁修繕

四日市市 小杉新町2号線 バイパス整備 鈴鹿市 高塚岸田線 歩道整備 津市 歩道橋長寿命化修繕 3橋 歩道橋修繕

四日市市 泊小古曽線(1工区) 現道拡幅 鈴鹿市 橋梁長寿命化修繕 6橋 橋梁修繕 松阪市 根木御麻生薗線 現道拡幅

四日市市 富田富田一色線 歩道整備 鈴鹿市 栄天名線 歩道整備 松阪市 星合舞出線 現道拡幅

四日市市 大矢知富田1号線 路肩整備 鈴鹿市 近田河原田線外4路線 舗装修繕 松阪市 名倉線外3路線 橋梁耐震

四日市市 石原南五味塚線外15路線 舗装修繕 亀山市 御幸7号線外2路線 現道拡幅 松阪市 伊勢寺小野上野線 舗装修繕

四日市市 前田25号線外1路線 歩道整備 亀山市 山下8号線 現道拡幅 松阪市 曲西沖牛草線 舗装修繕

四日市市 大矢知富田線外 交通安全対策 亀山市 和賀白川線外3路線 バイパス整備 松阪市 蘭橋更新 橋梁架替

四日市市 橋梁長寿命化修繕 7橋 橋梁修繕 亀山市 川崎白木線 舗装修繕 松阪市 橋梁長寿命化修繕 13橋 橋梁修繕

四日市市 歩道橋長寿命化修繕 1橋 歩道橋修繕 亀山市 羽若31号線 橋梁耐震 多気町 橋梁長寿命化修繕 3橋 橋梁修繕

菰野町 湯の山山岳線 歩道整備,無電柱化 亀山市 橋梁長寿命化修繕 15橋 橋梁修繕 明和町 中町勝見線 交差点改良

菰野町 吉沢潤田線(2工区) 歩道整備 津市 上浜町大谷町第1号線外(大谷踏切道) 車道拡幅,歩道設置 明和町 牛葉１号線 路肩整備

菰野町 本町停車場線 バイパス整備 津市 一身田町長岡線 現道拡幅 明和町 明星35号線 現道拡幅

菰野町 山田茶屋の上線 現道拡幅 津市 井生波瀬線 現道拡幅 明和町 坂本前野線 現道拡幅

※当プログラムには、主に国予算(補助金・交付金)を活用した事業を掲載しています





道路の整備に関するプログラム　位置図

事業主体   桑名市

桑名北部東員線

：坂井多度線外5路線

● ：橋梁長寿命化修繕

大山田播磨線

大山田ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｴﾘｱSIC

多度町

長島町

桑部東金井2号線

（伊勢朝日第2号踏切道）















道路の整備に関するプログラム　位置図

事業主体   鈴鹿市 (1/2)

安塚393号線外1路線（現道拡幅）

長太新町四丁目279号線（現道拡幅）

加佐登鼓ヶ浦線（現道拡幅）

庄野羽山四丁目105号線外2路線（現道拡幅）

平野三日市線（現道拡幅）

三日市地子町線（現道拡幅）

萱町水巻線外6線（路肩整備）

















































　（７）３年以内の効果発現重点事業




