
福 岡 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 2,637　 添田町
そ え だ ま ち

、小竹
こ た け

町
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
ふ く ち

町
まち

山国川 山国川 一般河川改修事業 510　
≪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 1,154　 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 4,925　

≪福岡県
ふくおかけん

≫朝倉市
あ さ く ら し

、うきは市
し

、久留米市
く る め し

≪佐賀県
さ が け ん

≫佐賀
さ が

市
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 387　 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 391　 田川市
た が わ し

、宮若
みやわか

市
し

、直方
のおがた

市
し

、添田町
そ え だ ま ち

、大任町
おおとうまち

矢部川 矢部川 河川工作物関連応急対策事業 380　 みやま市
し

筑後川 筑後川 河川工作物関連応急対策事業 322　

≪大分県
おおいたけん

≫日田市
ひ た し

≪福岡県
ふくおかけん

≫久留米市
く る め し

≪佐賀県
さ が け ん

≫神埼市
か ん ざ き し

遠賀川 総合水系環境整備事業 130　 飯塚市
い い づ か し

、嘉麻市
か ま し

、田川市
た が わ し

矢部川 総合水系環境整備事業 197　 みやま市
し

筑後川 総合水系環境整備事業 1　 久留米市
く る め 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 10,400　 朝倉市
あ さ く ら し

矢部川 沖端川 事業間連携河川事業 250　 柳川市
やながわし

矢部川 塩塚川 事業間連携河川事業 100　 柳川市
やながわし

紫川 紫川 事業間連携河川事業 198　 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 240　 北九州市
きたきゅうしゅうし

遠賀川 西川 大規模特定河川事業 172　 鞍手町
く ら て ま ち

筑後川 花宗川 大規模特定河川事業 200　 大川市
おおかわし

、柳川市
やながわし

、大木町
おおきまち

多々良川 多々良川 大規模特定河川事業 230　 福岡市
ふ くおかし

那珂川 那珂川 大規模特定河川事業 360　 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 250　 糸島市
い と し ま し

釣川 山田川 大規模特定河川事業 150　 宗像市
むなかたし



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 367 400

※本表の外に事業費（交付金）として、水資源開発事業の小石原川ダムに係る特定事業先行調整費の償還分2,583百万円がある。



令和２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 乙石川 乙石川砂防施設群 朝倉市 杷木松末　外 砂防堰堤工 1,727
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 2,273

合計 ２箇所 4,000

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）

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 さぼうえんていこう

砂防等事業 遠賀川 久保ノ尾川 飯塚市 八木山 砂防堰堤工 62
事業間連携 ちくごがわ まさのぶさわがわ あさくらし はきほしまる さぼうえんていこう

砂防等事業 筑後川 正信沢川 朝倉市 杷木星丸 砂防堰堤工 25
事業間連携 ちくごがわ のべたたにがわ あさくらぐん とうほうむら ふくい さぼうえんていこう

砂防等事業 筑後川 延田谷川 朝倉郡 東峰村 福井 砂防堰堤工 25
事業間連携 ちくごがわ つかはらたにがわ あさくらし はきしわ さぼうえんていこう

砂防等事業 筑後川 塚原谷川 朝倉市 杷木志波 砂防堰堤工 25
事業間連携 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

砂防等事業 筑後川 寒水川 朝倉市 杷木古賀 渓流保全工 33
事業間連携 ちくごがわ 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

砂防等事業 筑後川 城尾屋谷川 八女郡 広川町 渓流保全工 50
事業間連携 ちくごがわ てらむらかみたにがわ あさくらぐん とうほうむら ふくい さぼうえんていこう

砂防等事業 筑後川 寺村上谷川 朝倉郡 東峰村 福井 砂防堰堤工 10
事業間連携 やべがわ ひろのがわ やめし ほしのむら けいりゅうほぜんこう

砂防等事業 矢部川 広野川 八女市 星野村 渓流保全工 50
事業間連携 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

砂防等事業 矢部川 左手上川 八女市 黒木町笠原 砂防堰堤工 70
事業間連携 やべがわ たしのおがわ やめし じょうようまちかみよこやま さぼうえんていこう

砂防等事業 矢部川 タシノ尾川 八女市 上陽町上横山 砂防堰堤工 50
事業間連携 やべがわ しゃかたかわ やめし くろぎまちかさはら さぼうえんていこう

砂防等事業 矢部川 釈形川 八女市 黒木町笠原 砂防堰堤工 90
事業間連携 やべがわ くりばやしがわ やめし くろぎまちくりばやし さぼうえんていこう

砂防等事業 矢部川 栗林川 八女市 黒木町栗林 砂防堰堤工 50
事業間連携 やべがわ うどうがわ やめし くろぎまちかさはら けいりゅうほぜんこう

砂防等事業 矢部川 うどう川 八女市 黒木町笠原 渓流保全工 60
事業間連携 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

砂防等事業 矢部川 蔵柱川 八女市 黒木町笠原 渓流保全工 40
事業間連携 しかのしまがわ しかのしまかわ ふくおかし ひがしく しかのしま さぼうえんていこう

砂防等事業 志賀島川 志賀島川 福岡市 東区 志賀島 砂防堰堤工 25

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（福岡県　1/7）

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 ひいがわ しじゅうがわ ふくおかし みなみく かしはら　ちょうめ さぼうえんていこう

砂防等事業 樋井川 四十川２ 福岡市 南区 柏原2丁目 砂防堰堤工 39
事業間連携 ずいばいじがわ かわばるがわ いとしまし かわばる さぼうえんていこう

砂防等事業 瑞梅寺川 川原川 糸島市 川原 砂防堰堤工 20
事業間連携 いきさんがわ すだのがわ いとしまし にじょういきさん けいりゅうほぜんこう

砂防等事業 一貴山川 須田野川 糸島市 二丈一貴山 渓流保全工 40
事業間連携 むろみがわ あぶらやまがわ ふくおかし さわらく にしあぶらやま さぼうえんていこう

砂防等事業 室見川 油山川 福岡市 早良区 西油山 砂防堰堤工 31
事業間連携 ななでらがわ いまじゅくたにがわ ふくおかし にしく かみのはる さぼうえんていこう

砂防等事業 七寺川 今宿谷川（３） 福岡市 西区 上ノ原 砂防堰堤工 20
事業間連携 ちくごがわ たなばたがわ くるめし たぬしまるまちなかお さぼうえんていこう

砂防等事業 筑後川 七夕川 久留米市 田主丸町中尾 砂防堰堤工 80
事業間連携 やべがわ つづらがわ みやまし やまかわまちかわはらうち さぼうえんていこう

砂防等事業 矢部川 九折川 みやま市 山川町河原内 砂防堰堤工 35
事業間連携 おんががわ おがわちがわ のおがたし かみとんの さぼうえんていこう

砂防等事業 遠賀川 小川内川 直方市 上頓野 砂防堰堤工 30
事業間連携 たまがわ ひさげたにがわ みやこぐん かんだまち ひさげ さぼうえんていこう

砂防等事業 玉川 提谷川 京都郡 苅田町 提 砂防堰堤工 10
事業間連携 このえがわ おぐらたにがわ みやこぐん かんだまち おぐら さぼうえんていこう

砂防等事業 近衛川 尾倉谷川 京都郡 苅田町 尾倉 砂防堰堤工 21
事業間連携 ながおがわ べっしょだにがわ ゆくはしし にゅうがく さぼうえんていこう

砂防等事業 長峡川 別所谷川 行橋市 入覚 砂防堰堤工 14
事業間連携 やまくにがわ きたたにがわ ちくじょうぐん こうげまち はらい さぼうえんていこう

砂防等事業 山国川 北谷川 築上郡 上毛町 原井 砂防堰堤工 20
事業間連携 やべがわ ろくしがわ やめし くろぎまちかさはら けいりゅうほぜんこう

砂防等事業 矢部川 ロクシ川 八女市 黒木町笠原 渓流保全工 60
事業間連携 やべがわ みねおがわ やめし くろぎまちつばはら けいりゅうほぜんこう

砂防等事業 矢部川 峯尾川 八女市 黒木町椿原 渓流保全工 50
事業間連携 なかがわ なめりかわ なかがわし なめり けいりゅうほぜんこう

砂防等事業 那珂川 南面里川 那珂川市 南面里 渓流保全工 50
事業間連携 ちくごがわ しもにしやまがわ ちくしのし やまえ さぼうえんていこう

砂防等事業 筑後川 下西山川 筑紫野市 山家 砂防堰堤工 50

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（福岡県　2/7）

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 おおかわ おくだがわ きたきゅうしゅうし もじく おくだ　ちょうめ さぼうえんていこう

砂防等事業 大川 奥田川 北九州市 門司区 奥田3丁目 砂防堰堤工 20
事業間連携 ひびきがわ ほんむらがわ きたきゅうしゅうし わかまつく こいしほんむらまち さぼうえんていこう

砂防等事業 ひびき川 本村川 北九州市 若松区 小石本村町 砂防堰堤工 30

小計 ３３箇所 1,285

大規模更新 ちくごやべがわけんいき ちくごやべがわ やめし やべむらきたやべ、くろきまちかさはら えんていかいりょうこう

砂防等事業 筑後矢部川圏域 筑後矢部川 八女市 矢部村北矢部、黒木町笠原 堰堤改良工 17

小計 １箇所 17

３４箇所 1,302

渓流名 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（福岡県　3/7）

事業区分 水系名



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 じゅうごもりちく やめし ほしのむら よこ　　　　　　　　　　　こう

砂防等事業 十籠地区 八女市 星野村 横ボーリング工 50
事業間連携 さんしゃしもちく やめし たちばなまちしらき しゅうすいせいこう

砂防等事業 三社下地区 八女市 立花町白木 集水井工 10
事業間連携 しいばちく やめし やべむらやべ よこ　　　　　　　　　　　こう

砂防等事業 椎葉地区 八女市 矢部村矢部 横ボーリング工 40
事業間連携 やなばるちく やめし ほしのむら しゅうすいせいこう

砂防等事業 柳原地区 八女市 星野村 集水井工 60

４箇所 160

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（福岡県　4/7）

事業区分 水系名 箇所名 所在地

合計



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 いないばるおにがじょう 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 荷原鬼ヶ城 砂防堰堤工 30
砂防激甚災害 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

対策特別緊急事業 筑後川 馬場谷川 朝倉市 黒川 渓流保全工 35
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 さぼうえんていこう

対策特別緊急事業 筑後川 大黒川 朝倉市 黒川 砂防堰堤工 37
砂防激甚災害 ちくごがわ おにがじょうがわ あさくらし いないばるおにがじょう えんていかいりょうこう

対策特別緊急事業 筑後川 鬼ヶ城川４ 朝倉市 荷原鬼ヶ城 堰堤改良工 70
砂防激甚災害 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

対策特別緊急事業 筑後川 宮園川２ 朝倉市 黒川 渓流保全工 30
砂防激甚災害 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

対策特別緊急事業 筑後川 正信川 朝倉市 杷木星丸 渓流保全工 47
砂防激甚災害 ちくごがわ なかくみたにがわ あさくらし はきしらき けいりゅうほぜんこう

対策特別緊急事業 筑後川 中組谷川 朝倉市 杷木白木 渓流保全工 51
砂防激甚災害 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

対策特別緊急事業 筑後川 白木谷川（３） 朝倉市 杷木白木 渓流保全工 10
砂防激甚災害 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

対策特別緊急事業 筑後川 白木谷川 朝倉市 杷木白木 砂防堰堤工 204
砂防激甚災害 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

対策特別緊急事業 筑後川 白木谷川（２） 朝倉市 杷木白木 渓流保全工 5
砂防激甚災害 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

対策特別緊急事業 筑後川 寒水川 朝倉市 杷木古賀 渓流保全工 161
砂防激甚災害 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

対策特別緊急事業 筑後川 船底谷川 朝倉市 杷木古賀 砂防堰堤工 156
砂防激甚災害 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

対策特別緊急事業 筑後川 寒水川（５） 朝倉市 杷木古賀 砂防堰堤工 100
砂防激甚災害 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

対策特別緊急事業 筑後川 若市沢川 朝倉市 杷木若市 渓流保全工 100
砂防激甚災害 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

対策特別緊急事業 筑後川 志波谷川 朝倉市 杷木志波 砂防堰堤工 130
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 209

令和２年度　砂防激甚災害対策特別緊急事業費補助箇所別調書（福岡県　5/7）

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 きたがわ 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 北川（２） 朝倉市 杷木志波 砂防堰堤工 44
砂防激甚災害 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

対策特別緊急事業 筑後川 北川 朝倉市 杷木志波 砂防堰堤工 177
砂防激甚災害 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

対策特別緊急事業 筑後川 由の川 朝倉市 杷木白木 砂防堰堤工 50
砂防激甚災害 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

対策特別緊急事業 筑後川 志波沢川 朝倉市 杷木志波 砂防堰堤工 50
砂防激甚災害 ちくごがわ からすやまたにがわ あさくらし はきしわ けいりゅうほぜんこう

対策特別緊急事業 筑後川 烏山谷川 朝倉市 杷木志波 渓流保全工 50
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（１） 朝倉市 杷木志波 砂防堰堤工 45
砂防激甚災害 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

対策特別緊急事業 筑後川 北川右支川 朝倉市 杷木志波 渓流保全工 96
砂防激甚災害 ちくごがわ やさかがわ あさくらし みやの けいりゅうほぜんこう

対策特別緊急事業 筑後川 八坂川 朝倉市 宮野 渓流保全工 30
砂防激甚災害 ちくごがわ やさかたにがわ あさくらし みやの けいりゅうほぜんこう

対策特別緊急事業 筑後川 八坂谷川２ 朝倉市 宮野 渓流保全工 50
砂防激甚災害 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

対策特別緊急事業 筑後川 竹山口谷川４ 朝倉市 山田 砂防堰堤工 31
砂防激甚災害 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

対策特別緊急事業 筑後川 倉谷谷川１ 朝倉市 山田 砂防堰堤工 109
砂防激甚災害 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

対策特別緊急事業 筑後川 倉谷谷川２ 朝倉市 山田 砂防堰堤工 63
砂防激甚災害 ちくごがわ やまのかみたにがわ あさくらし やまだ さぼうえんていこう

対策特別緊急事業 筑後川 山の神谷川 朝倉市 山田 砂防堰堤工 113
砂防激甚災害 ちくごがわ やまおさかたにがわ あさくらし すがわ えんていかいりょうこう

対策特別緊急事業 筑後川 山尾坂谷川 朝倉市 須川 堰堤改良工 10
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 さぼうえんていこう

対策特別緊急事業 筑後川 妙見川 朝倉市 須川 砂防堰堤工 44
砂防激甚災害 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

対策特別緊急事業 筑後川 奈良ヶ谷川 朝倉市 山田 砂防堰堤工 100

令和２年度　砂防激甚災害対策特別緊急事業費補助箇所別調書（福岡県　6/7）

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 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 けいりゅうほぜんこう

対策特別緊急事業 筑後川 今道川 朝倉郡 東峰村 小石原鼓 渓流保全工 188
砂防激甚災害 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

対策特別緊急事業 筑後川 本迫川 朝倉郡 東峰村 宝珠山 渓流保全工 150
砂防激甚災害 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 けいりゅうほぜんこう

対策特別緊急事業 筑後川 千代丸川 朝倉郡 東峰村 宝珠山 渓流保全工 100
砂防激甚災害 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

対策特別緊急事業 筑後川 山ノ神谷川 朝倉郡 東峰村 福井 砂防堰堤工 56
砂防激甚災害 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

対策特別緊急事業 筑後川 葛生谷川 朝倉郡 東峰村 福井 砂防堰堤工 50

３７箇所 2,981

令和２年度　砂防激甚災害対策特別緊急事業費補助箇所別調書（福岡県　7/7）

事業区分 水系名 渓流名 所在地

合計



福岡県 （単位：百万円）

海岸保全施設整備連携事業 柳川海岸 柳川市
やながわし

550

福岡県　計 550

令和２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）

事　業　名 海岸名 市町村名 備考事業費



令和２年度当初予算　下水道事業

都道府県名：福岡県 （単位：千円）

小倉都心部地区事業間連携下水道事
業

北九州市
浸水対策下水道事業
（事業間連携下水道事業）

1,400,000 700,000

福岡市西部水処理センター下水汚泥
固形燃料化事業

福岡市 民間活力イノベーション推進下水道事業 1,635,984 899,791

天神周辺地区大規模雨水処理施設整
備事業

福岡市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

925,492 462,746

東部ポンプ場大規模雨水処理施設整
備事業

行橋市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

29,000 14,500

計 3,990,476 2,077,037

事業名 事業主体 事業種別 事業費 国費



福岡県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

山ノ井川浸水対策重点地域緊
急事業

275,000

金丸川・池町川浸水対策重点
地域緊急事業

325,000

下弓削川浸水対策重点地域
緊急事業

20,000

庄内川浸水対策重点地域緊
急事業

180,000

庄司川浸水対策重点地域緊
急事業

185,000

吉原川特定構造物改築事業
（広渡排水機場）

2,000

曲川特定構造物改築事業（鯨
瀬排水機場）

18,000

曲川特定構造物改築事業（朳
排水機場）

15,000

新々堀川特定構造物改築事
業（新々堀川排水機場）

8,000

新々堀川特定構造物改築事
業（岩瀬揚水機場）

7,000

大根川特定構造物改築事業
（大根川排水機場）

60,000

日向神ダム堰堤改良事業 57,800

瑞梅寺ダム堰堤改良事業 23,300

力丸ダム堰堤改良事業 6,200

北谷ダム堰堤改良事業 52,900

猪野ダム堰堤改良事業 3,800

1,239,000 0

2,543,000 1,146,000

20,000

410,000 10,000

483,000

4,695,000 1,156,000

※ 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。

[一般計画]
快適で潤いのある市民生活を支援する下水道及び河川等の整備（防災・安全）

[一般計画]
福岡市における安全・安心・快適な暮らしの実現（防災・安全）

[一般計画]
市民の安全と安心を守る流域と一体となった浸水対策の推進（防災・安全）（第3期）

[重点計画]
福岡県における県域一体となった災害に強い安全
安心な県土づくりの推進計画（防災・安全）緊急対策

小計

[一般計画]
福岡県における県域一体となった災害に強い安全安心な県土づくりの推進計画（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）。

福岡県

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



福岡県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

173,000

173,000 0

[一般計画]　福岡県における河川を身近に感じられる環境整備

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）。

※ 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）

社会資本整備総合交付金　[河川事業]

計画名 要素事業名 事業実施主体

想定国費



福岡県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

有木川通常砂防事業 25,000

石垣川通常砂防事業 30,000 30,000

愛光園谷川通常砂防事業 17,500

内山谷川通常砂防事業 25,000

薬王寺川通常砂防事業 20,000

用山川通常砂防事業 15,000

岩渕谷川2通常砂防事業 10,000 10,000

茜家川砂防堰堤緊急改築事
業

750

高丸砂防堰堤緊急改築事業 750

飯塚川砂防堰堤緊急改築事
業

750

(庄屋村地区外)緊急改築事業 23,800

(熊手地区 外)緊急改築事業 4,500

（小松堀地区）緊急改築事業 1,350

(中谷地区 他外)緊急改築事業 7,200

(清滝地区)緊急改築事業 3,600

185,200 40,000

2,067,000 766,889

2,252,200 806,889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]　福岡県における県域一体となった災害に強い安全安心な県土づくりの推進計画（防災・
安全）

小計

福岡県[重点計画]
福岡県における県域一体となった災害に強い安全
安心な県土づくりの推進計画（防災・安全）（重点）

※ 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

福岡県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

238,000 136,000

238,000 136,000

福岡県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

47,000 0

47,000 0

[一般計画]　福岡県における県域一体となった災害に強い安全安心な県土づくりの推進計画（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

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。

社会資本整備総合交付金　[海岸事業（河川）]

計画名 要素事業名 事業実施主体

想定国費

[一般計画]　海岸利用促進のための海岸環境整備



福岡県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

直方市 9,500 5,700

行橋市 39,440 3,684

小郡市 10,500 0

筑紫野市 10,000 0

春日市 17,000 0

宮若市 27,190 0

みやま市 4,800 0

飯塚市 105,800 63,480

計 224,230 72,864

[一般計画]　快適な生活環境の整備（防災・安全）

福岡県、直方市、飯塚市、大川
市、行橋市、中間市、小郡市、
筑紫野市、春日市、大野城市、
宗像市、太宰府市、古賀市、福
津市、みやま市、志免町、新宮
町、芦屋町、遠賀町、筑前町、
苅田町、吉富町

3,780,144 893,600

[一般計画]
北九州市公共下水道事業「水めぐる”住みよいまち”をめざして」（防災・安全）

北九州市 1,018,000 880,000

[重点計画]
北九州市公共下水道事業「水めぐる”住みよいまち”をめざして」
（防災・安全）（重点計画）

北九州市 932,000 143,400

[重点計画]
福岡市における安全・安心・快適な暮らしの実現（防災・安全）（重点計画）

福岡市 1,126,415 350,052

[一般計画]　福岡市における安全・安心・快適な暮らしの実現（防災・安全） 福岡市 5,058,710 990,510

[重点計画]
大牟田市における快適な生活環境の整備（防災・安全）（重点計画）

大牟田市 846,000 0

[一般計画]　大牟田市における快適な生活環境の整備（防災・安全） 大牟田市 78,000 0

[一般計画]
快適で潤いのある市民生活を支援する下水道及び河川等の整備（防災・安全）

久留米市 476,430 166,840

[一般計画]　朝倉市の快適な生活環境の整備（防災・安全） 朝倉市 14,000 1,000

[一般計画]　宇美町における快適な生活環境の整備(防災・安全) 宇美町 4,200 0

13,558,129 3,498,266

※ 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

[重点計画]
快適な生活環境の整備（防災・安全）（重点計画）

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



福岡県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

[一般計画]　快適な生活環境の整備

福岡県,直方市,飯塚市,柳川市,八女市,筑
後市,大川市,行橋市,豊前市,中間市,小郡
市,筑紫野市,宗像市,太宰府市,うきは市,宮
若市,みやま市,那珂川町,須恵町,新宮町,
久山町,粕屋町,芦屋町,水巻町,岡垣町,遠
賀町,小竹町,鞍手町,筑前町,大刀洗町,
広川町,苅田町,みやこ町,吉富町,築上町,
古賀市,福津市

1,295,433 0

福岡県 751,500 0

直方市 167,000 0

飯塚市 108,200 0

柳川市 74,255 0

八女市 163,000 0

筑後市 112,000 0

大川市 110,000 0

行橋市 160,600 0

豊前市 15,000 0

中間市 86,500 0

宮若市 165,380 0

みやま市 101,000 0

水巻町 200,000 0

小竹町 100,000 0

鞍手町 200,000 0

広川町 185,500 0

苅田町 144,650 0

築上町 156,250 0

吉富町 65,000 0

計 3,065,835 0

[一般計画]　北九州市公共下水道事業「水めぐる”住みよいまち”をめざして」 北九州市 1,800,000 0

[一般計画]　福岡市における安全・安心・快適な暮らしの実現 福岡市 886,758 0

[一般計画]　福岡市における良好な水環境の創造 福岡市 104,000 0

[重点計画]　大牟田市における快適な生活環境の整備（重点計画） 大牟田市 750,000 0

[一般計画]　快適で潤いのある市民生活を支援する下水道の整備 久留米市 2,224,800 0

[重点計画]　朝倉市の快適な生活環境の整備（重点計画） 朝倉市 163,000 0

[一般計画]　都市基盤整備による安全・安心のまちづくり 糸島市 95,265 0

[一般計画]　宇美町における快適な生活環境の整備 宇美町 30,500 0

10,415,591 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。

計画名 事業実施主体

想定国費

合計

[重点計画]　快適な生活環境の整備（重点計画）

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]


