
徳 島 県

水管理・国土保全局



平成３１年度当初予算　河川事業（直轄・徳島県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

吉野川 吉野川 一般河川改修事業 9,338　
徳島市
とくしまし

、阿波市
あわし

、鳴門市
なるとし

、吉野川市
よしのがわし

、美馬市
みまし

、東
ひがし

みよし町
ちょう

、

松茂町
まつしげちょう

、北島町
きたじまちょう

那賀川 那賀川 一般河川改修事業 1,972　 阿南市
あなんし

那賀川 那賀川 床上浸水対策特別緊急事業 1,500　 阿南市
あなんし

吉野川 吉野川 河川工作物関連応急対策事業 121　 徳島市
とくしまし

、美馬市
みまし

吉野川 総合水系環境整備事業 62　
≪徳島県

とくしまけん

≫東
ひがし

みよし町
ちょう

≪高知県
こうちけん

≫土佐町
とさちょう

那賀川 総合水系環境整備事業 51　 那賀町
なかちょう

（※）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。



平成３１年度当初予算　河川事業（補助・徳島県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

那賀川 那賀川 床上浸水対策特別緊急事業 700　 那賀町
なか ち ょ う

吉野川 伊沢谷川 事業間連携河川事業 110　 阿波
あ わ

市
し

福井川 福井川 大規模特定河川事業 200　 阿南
あ な ん

市
し

宍喰川 宍喰川 大規模特定河川事業 200　 海陽町
かいようちょう

立江川 立江川 大規模特定河川事業 100　 小松島市
こ ま つ し ま し

吉野川 多々羅川 大規模特定河川事業 100　 徳島市
と く し ま し



徳島県

　直轄ダム事業
（単位：百万円）

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備考

以下の金額は工事諸費等を含めたもの

河川総合開発事業 那賀川長安口ダム改造 6,413 6,817



平成31年度　直轄砂防事業箇所別調書（徳島県　１／１）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

よしのがわすいけい いやがわ くまたにがわ くまたにだいよんさぼうえんてい みよしし ひがしいやくまたに

四国山地砂防 砂防 吉野川水系 祖谷川 熊谷川 熊谷第４砂防堰堤 三好市 東祖谷熊谷 砂防堰堤工 228
よしのがわすいけい いやがわ おちあいだにがわ おちあいだにがわさしさぼうえんてい みよしし ひがしいやおちあい

吉野川水系 祖谷川 落合谷川 落合谷川左支砂防堰堤 三好市 東祖谷落合 砂防堰堤工 5
よしのがわすいけい いやがわ かずらはらたにかわ かずらはらたにさぼうえんてい みよしし ひがしいやくぼ

吉野川水系 祖谷川 かずら原谷川 かずら原谷砂防堰堤 三好市 東祖谷久保 砂防堰堤工 5
よしのがわすいけい いやがわ にじのたきかみたにがわ にじのたきかみたにさぼうえんてい みよしし ひがしいやすげおい

吉野川水系 祖谷川 虹の瀧上谷川 虹の瀧上谷砂防堰堤 三好市 東祖谷菅生 砂防堰堤工 5
よしのがわすいけい いやがわ おもわれだに おもわれだにさぼうえんてい みよしし ひがしいやくぼ

吉野川水系 祖谷川 おもわれ谷 おもわれ谷砂防堰堤 三好市 東祖谷久保 砂防堰堤工 16
よしのがわすいけい いやがわ どうのたにかわ どうのたにだいさんさぼうえんてい みよしし にしいややまむらいちう

吉野川水系 祖谷川 堂の谷川 堂の谷第３砂防堰堤 三好市 西祖谷山村一宇 砂防堰堤工 196
よしのがわすいけい いやがわ どうのたにかわ どう の たにだいにさぼうえんてい みよしし にしいややまむらいちう

吉野川水系 祖谷川 堂の谷川 堂の谷第２砂防堰堤 三好市 西祖谷山村一宇 砂防堰堤工 5
よしのがわすいけい いやがわ やなぎたに やなぎたにさぼうえんてい みよしし いけだちょうおおり

吉野川水系 祖谷川 ヤナギ谷 ヤナギ谷砂防堰堤 三好市 池田町大利 砂防堰堤工 387
よしのがわすいけい いやがわ みつじたに みつじたにさぼうえんてい みよしし いけだちょうまつお

吉野川水系 祖谷川 三次谷 三次谷砂防堰堤 三好市 池田町松尾 砂防堰堤工 5
よしのがわすいけい いやがわ なかずだにしりゅう なかずだにさぼうえんてい みよしし いけだちょうかわさき

吉野川水系 祖谷川 ナカズ谷支流 ナカズ谷砂防堰堤 三好市 池田町川崎 砂防堰堤工 2

合計 １０箇所 854

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）



平成31年度　　直轄地すべり対策事業箇所別調書（徳島県 １/１）
事務所名 事業区分 地区名 工種 事業費

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

ぜんとく みよしし にしいややまむら ぜんとく しゅうすいせいこう

四国山地砂防 善徳 三好市 西祖谷山村 善徳 集水井工

ひょうめんはいすいろ

表面排水路 410

１箇所 410合計

地すべり対策

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  よしのがわ たかもりひがしだに みょうどうぐん さなごうちそん なかへん さぼうえんていこう

砂防等事業 吉野川 高森東谷 名東郡 佐那河内村 中辺 砂防堰堤工 40
かつうらがわ まえやまだに かつうらぐん かつうらちょう とよた さぼうえんていこう

勝浦川 前山谷 勝浦郡 勝浦町 豊田 砂防堰堤工 60
とりがまるたに なるとし きたなだちょう とりがまる さぼうえんていこう

鳥ケ丸谷 鳴門市 北灘町 鳥ケ丸 砂防堰堤工 40
 よしのがわ いあもばだに あわし あわちょう いもば さぼうえんていこう

吉野川 芋場谷 阿波市 阿波町 芋場 砂防堰堤工 40
しおたに    ごうたに あなんし たちばなちょう しおたにやま さぼうえんていこう

汐谷３号谷 阿南市 橘町 汐谷山 砂防堰堤工 40
 よしのがわ たにぐちきょくたに みまし こやだいらたにぐち さぼうえんていこう

吉野川 谷口局谷 美馬市 木屋平谷口 砂防堰堤工 50
 よしのがわ すいじんだに みまぐん つるぎちょう さだみつおおたにし さぼうえんていこう

吉野川 水神谷 美馬郡 つるぎ町 貞光太田西 砂防堰堤工 40
なかがわ まつのきだに なかぐん なかちょう なるせ さぼうえんていこう

那賀川 松ノ木谷 那賀郡 那賀町 成瀬 砂防堰堤工 40

８箇所 350

事業区分
所在地

水系名 渓流名

合計

（徳島県　1/2）

平成31年度　　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書



地すべり
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

事業間連携  よしのがわ たにぐち みまし こやだいらたにぐちかげ よこ　　　　　　　　　　　こう

砂防等事業 吉野川 谷口カゲ 美馬市 木屋平谷口カゲ 横ボーリング工 60
 よしのがわ かつらぎ みまぐん つるぎちょう はんだかつらぎ よこ　　　　　　　　　　　こう

吉野川 葛城 美馬郡 つるぎ町 半田葛城 横ボーリング工 60
 よしのがわ にしぼうじ みよしし いけだちょう おおり よこ　　　　　　　　　　　こう

吉野川 西傍示 三好市 池田町 大利 横ボーリング工 60
 よしのがわ くわうち みよしし やましろちょう みつかね よこ　　　　　　　　　　　こう

吉野川 桑内 三好市 山城町 光兼 横ボーリング工 30
 よしのがわ みつかね みよしし やましろちょう みつかね よこ　　　　　　　　　　　こう

吉野川 光兼 三好市 山城町 光兼 横ボーリング工 30
 よしのがわ あわやま みよしし やましろちょう あわやま よこ　　　　　　　　　　　こう

吉野川 粟山 三好市 山城町 粟山 横ボーリング工 30
 よしのがわ きょうじょう みよしし ひがしいやきょうじょう よこ　　　　　　　　　　　こう

吉野川 京上 三好市 東祖谷京上 横ボーリング工 70
 よしのがわ くぼ みよしし ひがしいやくぼ よこ　　　　　　　　　　　こう

吉野川 久保 三好市 東祖谷久保 横ボーリング工 70
 よしのがわ あるせ みよしし にしいややまむら あるせ よこ　　　　　　　　　　　こう

吉野川 有瀬 三好市 西祖谷山村 有瀬 横ボーリング工 100
 よしのがわ なかお みよしし にしいややまむら なかお よこ　　　　　　　　　　　こう

吉野川 中尾 三好市 西祖谷山村 中尾 横ボーリング工 30

10箇所 540

平成31年度　　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書

事業区分 水系名 箇所名
所在地

（徳島県　2/2）

合計


