
福 井 県

水管理・国土保全局



令和２年度当初予算　河川事業（直轄・福井県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

北川 北川 一般河川改修事業 675　 小浜市
お ば ま し

九頭竜川 九頭竜川 一般河川改修事業 1,996　 永平寺町
えいへいじちょう

、坂井市
さ か い し

、福井市
ふ く い し

九頭竜川 総合水系環境整備事業 87　 坂井市
さ か い し

、福井市
ふ く い し

（※）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２年度当初予算　河川事業（補助・福井県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

九頭竜川 大蓮寺川 大規模特定河川事業 620　 勝山市
かつやまし

九頭竜川 底喰川 大規模特定河川事業 170　 福井市
ふ く い し

九頭竜川 江端川 大規模更新河川事業 172　 福井市
ふ く い し

九頭竜川 和田川 大規模更新河川事業 100　 鯖江市
さ ば え し



福井県

　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 九頭竜川足羽川ダム 9,721 10,112

九頭竜川九頭竜川上流ダム再生 130 144



福井県

　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。

( 1,290)

河川整備事業費 1,290 

　治水ダム等建設事業費補助

( 1,290)

　　建設工事 1,290 

( 1,290)

吉野瀬川ダム 1,290 

備　　　　考事項 ダム名



令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（福井県　１／１）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

くずりゅうがわすいけい まながわ　 おおくもだにがわ おおくもだにだいさんさぼうえんてい　 おおのし　 なかじま　

福井河川国道 砂防 九頭竜川水系 真名川 大雲谷川 大雲谷第三砂防堰堤 大野市 中島 砂防堰堤工 110
くずりゅうがわすいけい まながわ　 ほそがたにがわ ほそがたにがわさぼうえんてい おおのし　 かみささまた

九頭竜川水系 真名川 細ヶ谷川 細ヶ谷川砂防堰堤 大野市 上笹又 砂防堰堤工 198

合計 ２箇所 308

工　種
事業費

（百万円）
備　考箇所名事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名



砂防
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

大規模特定 そのた ほりかわ みかたかみなかぐん わかさちょう おがわ さぼうえんていこう

砂防等事業 その他 堀川 三方上中郡 若狭町 小川 砂防堰堤工 51
くずりゅうがわ たのたにかわ ふくいし たのたにちょう さぼうえんていこう

九頭竜川 田ノ谷川 福井市 田ノ谷町 砂防堰堤工 85

小計 ２箇所 136

事業間連携 きたがわ あきよたにがわ みかたかみなかぐん わかさちょう いのくち さぼうえんていこう

砂防等事業 北川 秋夜谷川 三方上中郡 若狭町 井ノ口 砂防堰堤工 28
くずりゅうがわ びしゃかわ さばえし おばなちょう さぼうえんていこう

九頭竜川 毘紗川 鯖江市 尾花町 砂防堰堤工 36
きたがわ こうだにかわ みかたかみなかぐん わかさちょう こうだに さぼうえんていこう

北川 神谷川 三方上中郡 若狭町 神谷 砂防堰堤工 17
みなみがわ いねたにかわ おばまし ひがしあいおい さぼうえんていこう

南川 井根谷川 小浜市 東相生 砂防堰堤工 24
みなみがわ さかいがたにかわ おばまし ひがしあいおい さぼうえんていこう

南川 境ヶ谷川 小浜市 東相生 砂防堰堤工 18

小計 ５箇所 123

７箇所 259

令和２年度　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（福井県　1/3）

合計

事業区分
所在地

水系名 渓流名



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 そのた てらじちく えちぜんし てらじちょう しゅうすいせいこう

砂防等事業 その他 寺地地区 越前市 寺地町 集水井工 15

１箇所 15合計

令和２年度　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（福井県　2/3）

事業区分 水系名 箇所名
所在地



急傾斜
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

大規模更新 そのた しじゅうたにちく ふくいし しじゅうたにちょう まちうけようへきこう

砂防等事業 その他 四十谷地区 福井市 四十谷町 待受擁壁工 68

１箇所 68
※急傾斜の事業費は補助基本額である

事業区分 水系名 箇所名 所在地

合計

令和２年度　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（福井県　3/3）



令和２年度当初予算　下水道事業

都道府県名：福井県 （単位：千円）

加茂河原ポンプ場大規模雨水処理施
設整備事業

福井市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

1,289,000 644,500

計 1,289,000 644,500

事業名 事業主体 事業種別 事業費 国費



令和２年度予算　地方創生整備推進交付金 福井県

【地方創生汚水処理施設整備推進交付金（公共下水道分）】

（単位：千円）

箇所名 事　業　費 国　　費

福井県、勝山市 20,000 10,000

福井県　計 20,000 10,000
※事業費欄は補助対象事業費であり、参考値である。



福井県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

九頭竜川水系吉野瀬川広域
河川改修事業

56,000 56,000

九頭竜川水系竹田川広域河
川改修事業

215,000 215,000

九頭竜川水系兵庫川広域河
川改修事業

63,000 63,000

九頭竜川水系底喰川流域治
水対策河川事業

89,000 89,000

荒川特定構造物改築事業（荒
川第二排水機場）

95,000

黒津川特定構造物改修事業
（黒津川排水機場）

30,000

日野川圏域総合流域防災事
業（底喰川）

福井市 16,000

永平寺ダム堰堤改良事業 51,300

龍ヶ鼻ダム堰堤改良事業 5,700

621,000 423,000

1,370,000 811,000

1,991,000 1,234,000

※ 計画への配分後の実施箇所は地方の裁量に委ねられており、上記と異なる配分となる場合がある。

[重点計画]
福井県全地域における総合的な浸水対策等の推進
（防災・安全）緊急対策

小計

[一般計画]
福井県全地域における総合的な浸水対策等の推進（防災・安全）

合計

※ 河川事業が含まれている計画名等を記載（配分国費は河川事業分のみ記載）。

福井県

福井県

令和２年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

防災・安全交付金　[河川事業]

計画名 要素事業名 事業実施主体

想定国費



福井県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

美の越川通常砂防事業 600 600

一文字川通常砂防事業 15,500

番清水川通常砂防事業 25,000

蛙又川通常砂防事業 500

横谷川通常砂防事業 10,000

上山北川通常砂防事業 15,000

ホシヨノ奥川通常砂防事業 10,000

南河内川緊急改築事業 10,000

熊坂川緊急改築事業 4,000

長寿命化緊急改築事業 42,900

山奥第5緊急改築事業 2,375

暮見緊急改築事業 15,675 15,675

吉崎緊急改築事業 71,725 71,725

西荒井緊急改築事業 5,400

米ヶ脇緊急改築事業 24,225

252,900 88,000

484,250 0

13,000 0

750,150 88,000合計

※ 計画への配分後の実施箇所は地方の裁量に委ねられており、上記と異なる配分となる場合がある。

[一般計画]　福井県における土砂災害警戒区域等の指定による土砂災害対策の推進（防災・安全）

小計

福井県[重点計画]
福井県における総合的な土砂災害対策の推進（防
災・安全）（重点）

[一般計画]　福井県における総合的な土砂災害対策の推進（防災・安全）

※ 砂防事業が含まれている計画名等を記載（配分国費は砂防事業分のみ記載）。

令和２年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

防災・安全交付金　[砂防事業]

計画名 要素事業名等 事業実施主体

想定国費



SP作成イメージ

福井県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

38,000 0

38,000 0

[一般計画]　福井県における総合的な海岸侵食・越波対策、老朽化対策等の推進（防災・安全）

合計

※ 海岸事業（河川）が含まれている計画名等を記載（配分国費は海岸事業（河川）分のみ記載）。

※ 計画への配分後の実施箇所は地方の裁量に委ねられており、上記と異なる配分となる場合がある。

令和２年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

防災・安全交付金　[海岸事業（河川）]

計画名 要素事業名 事業実施主体

想定国費



福井県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

[一般計画]　福井県における循環のみちの実現その２（防災・安全） 福井県 567,000 226,680

[重点計画]
福井市における下水道施設の防災・安全向上計画その２（防災・安全）（重点計画）

福井市 10,600 0

[一般計画]　福井市における下水道施設の防災・安全向上計画その２（防災・安全） 福井市 413,400 0

[一般計画]　敦賀市「清らかな水環境の再生　第２期」計画（防災・安全） 敦賀市 150,700 0

[重点計画]
勝山市における快適で安心安全な生活空間の確保（防災・安全）（重点計画）

勝山市 20,000 12,000

[一般計画]　勝山市における快適で安心安全な生活空間の確保（防災・安全） 勝山市 72,350 0

[一般計画]　新鯖江市における快適で安全・安心な生活の実現（防災・安全） 鯖江市 190,500 9,000

[一般計画]　池田町下水道事業における効果的整備計画その２（防災・安全） 池田町 19,900 0

[一般計画]　越前町における快適で安全に住めるまちづくり（その２）（防災・安全） 越前町 24,200 0

[一般計画]　美浜町下水道事業における効果的整備計画（防災・安全） 美浜町 7,500 0

[一般計画]　おおい町における安全で安心なまちづくりその２（防災・安全） おおい町 7,000 0

[一般計画]　若狭町下水道事業における効果的整備計画（防災・安全） 若狭町 19,000 0

[一般計画]
五領川公共下水道における下水道施設の防災・安全向上計画（防災・安全）

五領川公共下水道事務組合 110,000 14,000

1,612,150 261,680

※ 下水道事業が含まれている計画名等を記載（配分国費は下水道事業分のみ記載）。

※ 計画への配分後の実施箇所は地方の裁量に委ねられており、上記と異なる配分となる場合がある。

合計

令和２年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

防災・安全交付金　[下水道事業]

計画名 事業実施主体

想定国費



福井県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

[一般計画]　福井県における循環のみちの実現（テクノポート福井）その２ 福井県 155,250 0

[一般計画]　福井市の下水道事業による快適な生活環境創造計画その２ 福井市 836,575 0

[重点計画]　敦賀市「清らかな水環境の再生　第２期」計画（重点計画） 敦賀市 215,000 0

[一般計画]
「御食国若狭おばま」における良好な水環境形成、市街地の浸水対策（その2）

小浜市 67,590 0

[重点計画]　大野市における水の循環の実現（その２）（重点計画） 大野市 300,000 0

[一般計画]　大野市における公共下水道施設の防災・安全向上計画 大野市 11,900 0

[一般計画]　新鯖江市における快適で安全・安心な生活の実現 鯖江市 15,000 0

[一般計画]　新あわら市における循環のみちの実現 あわら市 10,000 0

[一般計画]　越前市における循環のみちの実現（その２） 越前市 175,800 0

[一般計画]　坂井市における循環のみちの実現その２ 坂井市 31,500 0

[一般計画]　永平寺町における下水道施設の的確な更新、老朽化対策等の推進 永平寺町 22,000 0

[一般計画]　南越前町における安心・快適な水環境を守る下水道整備計画（その2） 南越前町 1,855 0

[一般計画]　越前町における循環のみちの実現（その２） 越前町 6,900 0

[一般計画]　高浜町における循環のみちの実現（その２） 高浜町 53,600 0

1,902,970 0

※ 下水道事業が含まれている計画名等を記載（配分国費は下水道事業分のみ記載）。

※ 計画への配分後の実施箇所は地方の裁量に委ねられており、上記と異なる配分となる場合がある。

合計

令和２年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

社会資本整備総合交付金　[下水道事業]

計画名 事業実施主体

想定国費


