
福 岡 県

水管理・国土保全局



令和元年度補正予算　河川事業（直轄・福岡県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

遠賀川 遠賀川 一般河川改修事業 417　 飯塚市
いいづかし

、添田町
そ えだ まち

山国川 山国川 一般河川改修事業 100　 上毛町
こ う げ ま ち

矢部川 矢部川 一般河川改修事業 150　 みやま市
し

筑後川 筑後川 一般河川改修事業 1,200　 久留米市
く る め し

筑後川 筑後川 河川災害復旧等関連緊急事業 76　 うきは市
し

遠賀川 遠賀川 河川維持修繕事業 1,497　 嘉麻市
か ま し

～河口
か こ う

山国川 山国川 河川維持修繕事業 332　 中津市
な か つ し

～河口
か こ う

矢部川 矢部川 河川維持修繕事業 390　 みやま市
し

、八女市
や め し

～河口
か こ う

筑後川 筑後川 河川維持修繕事業 1,277　 日田市
ひ た し

～河口
か こ う

（※）事業費は、複数都府県に施工箇所が存在する場合、その合計額を記載している。



令和元年度補正予算　河川事業（補助・福岡県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

筑後川 桂川・荷原川 河川災害復旧等関連緊急事業 1,000　 朝倉市
あ さ く ら し

紫川 紫川 事業間連携河川事業 180　 北九州市
きたきゅうしゅうし

紫川 神嶽川 事業間連携河川事業 90　 北九州市
きたきゅうしゅうし

瑞梅寺川 瑞梅寺川 大規模特定河川事業 50　 糸島市
い と し ま し

釣川 山田川 大規模特定河川事業 10　 宗像市
むなかたし

遠賀川 西川 大規模特定河川事業 20　 鞍手
く ら て

町
まち



令和元年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（福岡県　１／１）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

ちくごがわすいけい あかたにがわ あかたにがわさぼうしせつぐん あさくらし はきますえ　　　　ほか さぼうえんていこう

筑後川河川 特定緊急砂防 筑後川水系 赤谷川 赤谷川砂防施設群 朝倉市 杷木松末　外 砂防堰堤工 550
ちくごがわすいけい おといしがわ おといしがわさぼうしせつぐん あさくらし はきますえ　　　　ほか さぼうえんていこう

筑後川水系 乙石川 乙石川砂防施設群 朝倉市 杷木松末　外 砂防堰堤工 450

合計 ２箇所 1,000

箇所名事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 工　種
事業費
（百万円）

備　考



工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

砂防激甚災害 ちくごがわ だいこくがわ あさくらし くろかわ けいりゅうほぜんこう

対策特別緊急事業 筑後川 大黒川 朝倉市 黒川 渓流保全工 40
ちくごがわ みやぞのがわ あさくらし くろかわ けいりゅうほぜんこう

筑後川 宮園川２ 朝倉市 黒川 渓流保全工 40
ちくごがわ まさのぶがわ あさくらし はきほしまる けいりゅうほぜんこう

筑後川 正信川 朝倉市 杷木星丸 渓流保全工 30
ちくごがわ しらきたにがわ あさくらし はきしらき さぼうえんていこう

筑後川 白木谷川 朝倉市 杷木白木 砂防堰堤工 59
ちくごがわ そうずがわ あさくらし はきこが けいりゅうほぜんこう

筑後川 寒水川 朝倉市 杷木古賀 渓流保全工 20
ちくごがわ やまのかみたにがわ あさくらぐん とうほうむら ふくい さぼうえんていこう

筑後川 山ノ神谷川 朝倉郡 東峰村 福井 砂防堰堤工 20

５箇所 209

令和元年度　第１次補正予算　補助砂防事業箇所別調書（福岡県　1/1）

合計

事業区分 水系名 渓流名
所在地



砂防
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

事業間連携 おんががわ くぼのおがわ いいづかし やきやま つけかえどうろこう

砂防等事業 遠賀川 久保ノ尾川 飯塚市 八木山 付替道路工 50

１箇所 50

令和元年度　第１次補正予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（福岡県　1/1）

合計

事業区分
所在地

水系名 渓流名



福岡県 （単位：百万円）

事　業　名 海岸名 市町村名 事 業 費 備考

海岸保全施設整備連携事業 柳川海岸 柳川市
やながわし

50

福岡県　計 50

令和元年度　配分予算
（水管理・国土保全局海岸室所管　補助海岸事業）


