
福 岡 県

水管理・国土保全局



平成３１年度当初予算　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 3,965　
添田町
そえだまち

、小竹町
こたけまち

、飯塚
いいづか

市
し

、直方市
のおがたし

、宮若市
みやわかし

、芦屋町
あしやまち

、

福智町
ふくちまち

山国川 山国川 一般河川改修事業 722　
≪福岡県

ふくおかけん

≫上毛町
こうげまち

≪大分県
おおいたけん

≫中津市
なかつし

矢部川 矢部川 一般河川改修事業 1,582　 柳川市
やながわし

、みやま市
し

筑後川 筑後川 一般河川改修事業 7,279　

≪福岡県
ふくおかけん

≫朝倉市
あさくらし

、うきは市
し

、大川市
おおかわし

、久留米市
くるめし

、

               大刀洗町
たちあらいまち

≪佐賀県
さがけん

≫佐賀市
さがし

、鳥栖市
とすし

、神埼
かんざき

市
し

≪大分
おおいた

県
けん

≫日田市
ひたし

筑後川 筑後川 河川災害復旧等関連緊急事業 365　 朝倉市
あさくらし

、うきは市
し

遠賀川 遠賀川 河川工作物関連応急対策事業 605　
田川市
たがわし

、嘉麻市
かまし

、飯塚市
いいづかし

、宮若市
みやわかし

、北九州
きたきゅうしゅうし

市、添田町
そえだまち

、

大任
おおとう

町
まち

、香春
かわらまち

町

筑後川 筑後川 河川工作物関連応急対策事業 770　

≪大分県
おおいたけん

≫日田市
ひたし

≪福岡
ふくおか

県
けん

≫うきは市
し

、久留米市
くるめし

≪佐賀県
さがけん

≫鳥栖市
とすし

、神埼市
かんざきし

、みやき町
ちょう

遠賀川 総合水系環境整備事業 122　 飯塚
いいづかし

市、嘉麻
かまし

市、田川
たがわし

市

矢部川 総合水系環境整備事業 55　 筑後市
ちくごし

、みやま市
し

筑後川 総合水系環境整備事業 1　 久留米
くるめし

市

（※）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・福岡県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

御笠川 高尾川 床上浸水対策特別緊急事業 1,900　 筑紫野市
ち く し の し

筑後川 桂川・荷原川 河川災害復旧等関連緊急事業 8,600　 朝倉市
あ さ く ら し

紫川 紫川 事業間連携河川事業 318　 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 45　 北九州市
きたきゅうしゅうし

矢部川 沖端川 事業間連携河川事業 80　 柳川市
やながわし

矢部川 塩塚川 事業間連携河川事業 120　 柳川市
やながわし

多々良川 多々良川 大規模特定河川事業 360　 福岡市
ふ くおかし

那珂川 那珂川 大規模特定河川事業 392　 福岡市
ふ くおかし

瑞梅寺川 瑞梅寺川 大規模特定河川事業 200　 福岡市
ふ くおかし

、糸島市
い と し ま し

釣川 山田川 大規模特定河川事業 164　 宗像
むなかた

市
し

筑後川 花宗川 大規模特定河川事業 106　 大川市
おおかわし

、柳川市
やながわし

、大木町
おおきまち

遠賀川 西川 大規模特定河川事業 234　 鞍手
く ら て

町
まち



福岡県

　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 筑後川筑後川水系ダム群連携 203 234

水資源開発事業 筑後川小石原川ダム 33,726 35,142



平成31年度　直轄砂防事業箇所別調書（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 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

筑後川河川 特定緊急砂防 筑後川水系 乙石川 乙石川砂防施設群 朝倉市 杷木 砂防堰堤工 1,365
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

筑後川水系 赤谷川 赤谷川砂防施設群 朝倉市 杷木 砂防堰堤工 1,135

合計 ２箇所 2,500

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）



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　　　　おかわ いいづかし やきやま かんりようどうろこう

砂防等事業 遠賀川 久保ノ尾川 飯塚市 八木山 管理用道路工 81
ちくごがわ まさのぶさわ あさくらし はきほしまる そくりょうせっけい

筑後川 正信沢川 朝倉市 杷木星丸 測量設計 25
ちくごがわ のべたたにかわ あさくらぐん とうほうむら ふくい そくりょうせっけい

筑後川 延田谷川 朝倉郡 東峰村 福井 測量設計 25
ちくごがわ つかはらたにかわ あさくらし はきしわ そくりょうせっけい

筑後川 塚原谷川 朝倉市 杷木志波 測量設計 25
ちくごがわ そうずがわ あさくらし はきこが そくりょうせっけい

筑後川 寒水川 朝倉市 杷木古賀 測量設計 155
やべがわ しろおやたにがわ やめぐん ひろかわまち けいりゅうほぜんこう

矢部川 城尾屋谷川 八女郡 広川町 渓流保全工 80
ちくごがわ てらむらかみたにかわ あさくらぐん とうほうむら ふくい ようちばいしゅう

筑後川 寺村上谷川 朝倉郡 東峰村 福井 用地買収 15
やべがわ ひろのかわ やめし ほしのむら けいりゅうほぜんこう

矢部川 広野川 八女市 星野村 渓流保全工 50
やべがわ さんじゃきがわ やめし くろぎまち かさはら さぼうえんていこう

矢部川 左手上川 八女市 黒木町 笠原 砂防堰堤工 30
やべがわ 　　　　　　おかわ やめし じょうようまち かみよこやま かんりようどうろこう

矢部川 タシノ尾川 八女市 上陽町 上横山 管理用道路工 70
やべがわ しゃかたがわ やめし くろぎまち かさはら さぼうえんていこう

矢部川 釈形川 八女市 黒木町 笠原 砂防堰堤工 50
やべがわ くりばやしがわ やめし くろぎまち くりばやし かんりようどうろこう

矢部川 栗林川 八女市 黒木町 栗林 管理用道路工 80
やべがわ 　　　　　がわ やめし くろぎまち かさはら けいりゅうほぜんこう

矢部川 うどう川 八女市 黒木町 笠原 渓流保全工 30
やべがわ くらばしらがわ やめし くろぎまち かさはら けいりゅうほぜんこう

矢部川 蔵柱川 八女市 黒木町 笠原 渓流保全工 50

１４箇所 766

（福岡県　1/4）

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

合計

事業区分
所在地

水系名 渓流名



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 おにがじょうがわ あさくらし いないばる さぼうえんていこう

対策特別緊急事業 筑後川 鬼ヶ城川３ 朝倉市 荷原 砂防堰堤工 90

ちくごがわ ばばたにがわ あさくらし くろかわ けいりゅうほぜんこう

筑後川 馬場谷川 朝倉市 黒川 渓流保全工 60

ちくごがわ だいこくがわ あさくらし くろかわ さぼうえんていこう

筑後川 大黒川 朝倉市 黒川 砂防堰堤工 90
ちくごがわ おにがじょうがわ あさくらし いないばる えんていかいりょうこう

筑後川 鬼ヶ城川４ 朝倉市 荷原 堰堤改良工 60

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 30

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 60

ちくごがわ なかぐみたにがわ あさくらし はきしらき けいりゅうほぜんこう

筑後川 中組谷川 朝倉市 杷木白木 渓流保全工 10

ちくごがわ しらきたにがわ あさくらし はきしらき けいりゅうほぜんこう

筑後川 白木谷川（３） 朝倉市 杷木白木 渓流保全工 10
ちくごがわ しらきたにがわ あさくらし はきしらき けいりゅうほぜんこう

筑後川 白木谷川 朝倉市 杷木白木 渓流保全工 90

ちくごがわ しらきたにがわ あさくらし はきしらき けいりゅうほぜんこう

筑後川 白木谷川（２） 朝倉市 杷木白木 渓流保全工 40

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 70

ちくごがわ ふなぞこたにがわ あさくらし はきこが さぼうえんていこう

筑後川 船底谷川 朝倉市 杷木古賀 砂防堰堤工 150

ちくごがわ そうずがわ あさくらし はきこが さぼうえんていこう

筑後川 寒水川（５） 朝倉市 杷木古賀 砂防堰堤工 150

ちくごがわ わかいちさわがわ あさくらし はきわかいち けいりゅうほぜんこう

筑後川 若市沢川 朝倉市 杷木若市 渓流保全工 10

ちくごがわ しわたにがわ あさくらし はきしわ さぼうえんていこう

筑後川 志波谷川 朝倉市 杷木志波 砂防堰堤工 60

（福岡県　2/4）

平成31年度　　砂防激甚災害対策特別緊急事業費補助箇所別調書

事業区分 水系名 渓流名
所在地



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 どうめきがわ あさくらし はきしわ さぼうえんていこう

対策特別緊急事業 筑後川 導目木川 朝倉市 杷木志波 砂防堰堤工 100

ちくごがわ きたがわ あさくらし はきしわ さぼうえんていこう

筑後川 北川（２） 朝倉市 杷木志波 砂防堰堤工 70

ちくごがわ きたがわ あさくらし はきしわ さぼうえんていこう

筑後川 北川 朝倉市 杷木志波 砂防堰堤工 70

ちくごがわ ゆのかわ あさくらし はきしらき さぼうえんていこう

筑後川 由の川 朝倉市 杷木白木 砂防堰堤工 90

ちくごがわ しわさわがわ あさくらし はきしわ さぼうえんていこう

筑後川 志波沢川 朝倉市 杷木志波 砂防堰堤工 70

ちくごがわ からすやまたにがわ あさくらし はきしわ えんていかいりょうこう

筑後川 烏山谷川 朝倉市 杷木志波 堰堤改良工 70

ちくごがわ どうめきがわ あさくらし はきしわ さぼうえんていこう

筑後川 導目木川（１） 朝倉市 杷木志波 砂防堰堤工 70

ちくごがわ きたがわみぎしせん あさくらし はきしわ けいりゅうほぜんこう

筑後川 北川右支川 朝倉市 杷木志波 渓流保全工 70

ちくごがわ やさかがわ あさくらし みやの しゃめんたいさくこう

筑後川 八坂川 朝倉市 宮野 斜面対策工 40
ちくごがわ やさかたにがわ あさくらし みやの さぼうえんていこう

筑後川 八坂谷川２ 朝倉市 宮野 砂防堰堤工 210

ちくごがわ たけやまぐちたにがわ あさくらし やまだ さぼうえんていこう

筑後川 竹山口谷川４ 朝倉市 山田 砂防堰堤工 60

ちくごがわ くらたにたにがわ あさくらし やまだ さぼうえんていこう

筑後川 倉谷谷川１ 朝倉市 山田 砂防堰堤工 60

ちくごがわ くらたにたにがわ あさくらし やまだ さぼうえんていこう

筑後川 倉谷谷川２ 朝倉市 山田 砂防堰堤工 60
ちくごがわ やま　　かみたにがわ あさくらし やまだ さぼうえんていこう

筑後川 山の神谷川 朝倉市 山田 砂防堰堤工 60

ちくごがわ やまおさかたにがわ あさくらし すがわ さぼうえんていこう

筑後川 山尾坂谷川 朝倉市 須川 砂防堰堤工 10

（福岡県　3/4）

平成31年度　　砂防激甚災害対策特別緊急事業費補助箇所別調書

事業区分 水系名 渓流名
所在地



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 みょうけんがわ あさくらし すがわ けいりゅうほぜんこう

対策特別緊急事業 筑後川 妙見川 朝倉市 須川 渓流保全工 10
ちくごがわ ならがたにがわ あさくらし やまだ さぼうえんていこう

筑後川 奈良ヶ谷川 朝倉市 山田 砂防堰堤工 60

ちくごがわ いまみちがわ あさくらぐん とうほうむら こいしわらつづみ えんていかいりょうこう

筑後川 今道川 朝倉郡 東峰村 小石原鼓 堰堤改良工 70

ちくごがわ ほんさこがわ あさくらぐん とうほうむら ほうしゅやま けいりゅうほぜんこう

筑後川 本迫川 朝倉郡 東峰村 宝珠山 渓流保全工 70

ちくごがわ ちよまるがわ あさくらぐん とうほうむら ほうしゅやま かんりようどうろ

筑後川 千代丸川 朝倉郡 東峰村 宝珠山 管理用道路 80

ちくごがわ やま　 かみたにがわ あさくらぐん とうほうむら ふくい けいりゅうほぜんこう

筑後川 山ノ神谷川 朝倉郡 東峰村 福井 渓流保全工 10

ちくごがわ かづらはえたにがわ 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 葛生谷川 朝倉郡 東峰村 福井 砂防堰堤工 60

３７箇所 2,450

（福岡県　4/4）

合計

平成31年度　　砂防激甚災害対策特別緊急事業費補助箇所別調書

事業区分 水系名 渓流名
所在地



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

600

福岡県　計 600

平成３１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）



民間活力イノベーション推進下水道事業（本省配分） （単位：千円）

※備考欄は、事業費である。

計 552,310 1,004,200

箇所名 事業主体 国庫補助額 備　考

福岡市 市 552,310 1,004,200



浸水対策下水道事業【事業間連携下水道事業】（本省配分） （単位：千円）

※備考欄は、事業費である。

計 650,000 1,300,000

箇所名 事業主体 備　考

北九州市 市 650,000 1,300,000


