
長 崎 県

水管理・国土保全局



平成３１年度当初予算　河川事業（直轄・長崎県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

本明川 本明川 一般河川改修事業 500　 諫早市
いさはやし

本明川 本明川 河川工作物関連応急対策事業 40　 諫早市
いさはやし

本明川 総合水系環境整備事業 1　 諫早
いさはやし

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・長崎県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

有喜川 有喜川 大規模特定河川事業 100　 諫早市
いさはやし

都川 郡川 大規模特定河川事業 600　 大村市
おおむらし



長崎県

　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 本明川本明川ダム 1,832 2,077



長崎県

　補助ダム事業
（単位：百万円） 

国庫補助基本額

（事業費）

上段（　　　）書きは共同費、

下段は公共費である。

( 1,233)

河川整備事業費 841 

　河川総合開発事業費補助

( 1,233)

　　建 設 工 事 841 

( 1,118)

石木ダム 727 

( 114)

長崎水害緊急ダム 114 浦上ダム再開発

事項 備　　　　考ダム名



平成31年度　直轄砂防事業箇所別調書（長崎県　１／１）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

うんぜん みずなしがわ みずなしがわ みずなしがわじょうりゅうえんていぐん しまばらし、みなみしまばらし きたかみこばまち、ふかえちょう

雲仙復興 火山砂防 雲仙 水無川 水無川 水無川上流堰堤群 島原市、南島原市 北上木場町、深江町 砂防堰堤工 1,770

合計 １箇所 1,770

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 かのおがわ くさずみがわ ながさきし くさずみまち さぼうえんていこう

砂防等事業 鹿尾川 草住川 長崎市 草住町 砂防堰堤工 10

たごのうらがわ たご          うらがわ ながさきし たいらまち さぼうえんていこう

田子ノ浦川 田子ノ浦川 長崎市 多以良町 砂防堰堤工 100

たいらがわ あぜかりがわ ながさきし あぜかりまち さぼうえんていこう

多以良川 畝刈川 長崎市 畝刈町 砂防堰堤工 50
さき    たにがわ いさはやし たらみちょう もとがま そくりょうせっけい

崎ノ谷川 諫早市 多良見町 元釜 測量設計 5
てらばたけがわ いさはやし たらみちょう もとがま さぼうえんていこう

寺畑川 諫早市 多良見町 元釜 砂防堰堤工 70
ほんみょうがわ やまぐちだにがわ いさはやし ゆのおまち さぼうえんていこう

本明川 山口谷川 諫早市 湯野尾町 砂防堰堤工 70
こかどがわ いさはやし たらみちょう きどこ そくりょうせっけい

小角川 諫早市 多良見町 木床 測量設計 10
わき     たにがわ うんぜんし おばまちょう みなみほんまち さぼうえんていこう

脇の谷川 雲仙市 小浜町 南本町 砂防堰堤工 130
おおかわ さいかいし おおせとちょう せとひがしはまごう さぼうえんていこう

大川 西海市 大瀬戸町 瀬戸東濱郷 砂防堰堤工 45

９箇所 490

（長崎県　1/2）

事業区分
所在地

水系名 渓流名

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



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 わしおだけ させぼし えむかえちょう しとのうじ よこ　　　　　　　　　　　こう

砂防等事業 鷲尾岳 佐世保市 江迎町 志戸氏 横ボーリング工 150
たていわ まつうらし つきのかわちょう しもめん しゅうすいせいこう

立岩 松浦市 調川町 下免 集水井工 81
みや　はら みなみしまばらし かづさちょう しもみやはらみょう くいこう

宮ノ原 南島原市 加津佐町 下宮原名 杭工 80
てらさか いさはやし いいもりちょう さと よこ　　　　　　　　　　　こう

寺坂 諫早市 飯盛町 里 横ボーリング工 120

４箇所 431

（長崎県　2/2）

合計

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



平成３１年度予算　地方創生整備推進交付金 長崎県

【地方創生汚水処理施設整備推進交付金（公共下水道分）】（整備局配分）

（単位：千円）

箇所名 国　　費 事　業　費

佐世保市 355,320 710,640

長崎県計 355,320 710,640
※事業費欄は補助対象事業費であり、参考値である。


