
長 崎 県

水管理・国土保全局



令和２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 454　 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 120　 諫早市
い さ は や し

本明川 総合水系環境整備事業 1　 諫早市
い さ は や 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・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 50　 諫早市
いさはやし

郡川 郡川 大規模特定河川事業 150　 大村市
おおむらし

江ノ浦川 江ノ浦川 大規模特定河川事業 282　 諫早市
いさはやし

釣道川 釣道川 大規模特定河川事業 150　 新上五島町
しんかみごとうちょう



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 3,778 4,164



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。

( 955)

河川整備事業費 673 

　河川総合開発事業費補助

( 955)

　　建設工事 673 

( 805)

石木ダム 523 

( 150)

長崎水害緊急ダム 150 浦上ダム再開発

事項 備　　　　考ダム名



令和２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 とこがためこう

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 床固工 570
火山砂防

合計 １箇所 570
うんぜん どせきりゅうたいさくこうさぼうせつびしゅうぜん 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 じょせきこう

砂防管理 雲仙 土石流対策工砂防設備修繕 島原市、南島原市 北上木場町、深江町 除石工 640
砂防管理

合計 １箇所 640

合計 ２箇所 1,210

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 なかしまがわ やのひらがわ ながさきし やのひらいっちょうめ さぼうえんていこう

砂防等事業 中島川 矢の平川 長崎市 矢の平1丁目 砂防堰堤工 107
こおりがわ しもながせがわ おおむらし たじもまち さぼうえんていこう

郡川 下長瀬川 大村市 田下町 砂防堰堤工 35

小計 ２箇所 142

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 30
たごのうらがわ たごのうらがわ 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 38
あぜかりがわ 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

畝刈川 畝刈川 長崎市 畝刈町 砂防堰堤工 3
さきのたにがわ さきのたにがわ いさはやし たらみちょうもとがま さぼうえんていこう

崎ノ谷川 崎ノ谷川 諫早市 多良見町元釜 砂防堰堤工 70
てらはたけかわ てらはたけかわ 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 寺畑川 諫早市 多良見町元釜 砂防堰堤工 60
ほんみょうがわ やまぐちたにがわ 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 150
きどこがわ こかどがわ いさはやし たらみちょうきどこ さぼうえんていこう

木床川 小角川 諌早市 多良見町木床 砂防堰堤工 100
わきのたにがわ わきのたにがわ 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 脇の谷川 雲仙市 小浜町南本町 砂防堰堤工 120
おおかわ 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 大川 西海市 大瀬戸町瀬戸東濱郷 砂防堰堤工 75

小計 ９箇所 646

１１箇所 788

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（長崎県　1/2）

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）

大規模特定 ほしか まつうらし ほしかちょうたけさきめん しゅうすいせいこう

砂防等事業 星鹿 松浦市 星鹿町岳崎免 集水井工 118
きうらばる させぼし せちばるちょうきうらばる しゅうすいせいこう

木浦原 佐世保市 世知原町木浦原 集水井工 140

小計 ２箇所 258

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 しゅうすいせいこう

砂防等事業 鷲尾岳 佐世保市 江迎町志戸氏 集水井工 100
おおの させぼし のなかちょう しゅうすいせいこう

大野 佐世保市 野中町 集水井工 100
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 15
しらいだけ まつうらし つきのかわちょうしらいめん しゅうすいせいこう

白井岳 松浦市 調川町白井免 集水井工 18
みやのはら 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 100
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 55

小計 ６箇所 388

８箇所 646

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（長崎県　2/2）



長崎県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

日野川広域河川改修事業 76,000 66,000

仁反田川特定構造物改築事
業（長寿命化対策）

5,000

日野川特定構造物改築事業
（長寿命化対策）

1,000

小野川特定構造物改築事業
（長寿命化対策）

1,000

相浦川特定構造物改築事業
（長寿命化対策）

26,000

長崎南圏域総合流域防災事
業（時津川）

65,000

長崎南圏域総合流域防災事
業（中山西川）

60,000

長崎北圏域総合流域防災事
業（日宇川）

15,000

長崎離島圏域総合流域防災
事業（釣道川）

6,000 6,000

長崎離島圏域総合流域防災
事業（加志川）

8,000 8,000

よし川都市基盤河川改修事業 大村市 65,000

328,000 80,000

1,197,000 255,000

1,525,000 335,000

※ 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]
第３次　自然災害に強い安全な県土づくりの推進（防
災・安全）（緊急対策）

小計

[一般計画]
第３次　自然災害に強い安全な県土づくりの推進（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）。

長崎県

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



長崎県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

大宮川(ﾆ)火山砂防事業 39,600 38,500

紅葉谷川(ﾛ)火山砂防事業 60,500

紅葉谷川(ｲ)火山砂防事業 5,500

立岩川（ヘ）火山砂防事業 38,500 37,400

立岩川（ホ）火山砂防事業 1,650

荒平川(イ)火山砂防事業 5,500

浦川火山砂防事業 82,500

北村西台川火山砂防事業 11,000

（長崎南圏域以下宿川）緊急
改築事業

25,000

（長崎南圏域日泊川）緊急改
築事業

17,000

（長崎北圏域福石川）緊急改
築事業

15,000 12,000

長寿命化計画策定(砂防南圏
域)

4,000

長寿命化計画策定(砂防北圏
域)

4,000

長寿命化計画策定(地すべり
南圏域）

4,000

長寿命化計画策定（地すべり
北圏域）

3,500

川平（1）地区急傾斜地崩壊対
策事業

450

戸町2丁目（7-2）地区急傾斜
地崩壊対策事業

1,200

現川地区急傾斜地崩壊対策
事業

1,350

陣の内（２）地区急傾斜地崩壊
対策事業

18,000 14,400

山手(15)地区急傾斜地崩壊対
策事業

15,200 12,160

三根俵炭地区急傾斜地崩壊
対策事業

950 760

長寿命化計画策定（急傾斜南
圏域）

4,000

長寿命化計画策定（急傾斜北
圏域）

3,500

(長崎南圏域神ノ島）緊急改築
事業

13,950

375,850 115,220

2,114,300 728,696

2,490,150 843,916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]　第3次 自然災害に強い安全な県土づくりの推進（防災・安全）

小計

長崎県[重点計画]
第2次 土砂災害に強い安全な県土づくりの推進（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

長崎県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

221,000 0

221,000 0

[一般計画]　海岸における防災・減災対策の強化と適切な管理の推進（防災・安全）（第２期）

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



長崎県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

[一般計画]
第３期長崎県における汚水処理及び都市浸水対策の推進（防災・安全）

南島原市、長与町、時津町、東
彼杵町、川棚町、波佐見町、小
値賀町、佐々町、長崎県

211,700 61,280

松浦市 81,500 48,900

佐々町 10,000 1,800

計 91,500 50,700

[重点計画]
第２期長崎市における災害に備えた下水道施設の構築（防災・安全）（重点）

長崎市 323,220 143,932

[一般計画]　第２期長崎市における災害に備えた下水道施設の構築（防災・安全） 長崎市 903,843 222,079

[一般計画]
佐世保市における安全・安心な社会基盤の形成、都市浸水対策の推進
（防災・安全）

佐世保市 320,100 61,200

[一般計画]　快適諫早汚水処理施設整備計画（防災・安全） 諫早市 40,000 0

[重点計画]
大村市における汚水処理施設及び都市浸水対策の推進（防災・安全）（重点）

大村市 115,000 0

[一般計画]　大村市における汚水処理施設及び都市浸水対策の推進（防災・安全） 大村市 93,650 2,800

[一般計画]　雲仙市における持続可能な下水道計画（防災・安全） 雲仙市 13,950 0

2,112,963 541,991

※ 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]
第３期長崎県における汚水処理及び都市浸水対策の推進（防災・安全）（重点）

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



長崎県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

松浦市 90,000 0

壱岐市 15,500 0

西海市 72,000 0

東彼杵町 100,000 0

川棚町 25,000 0

波佐見町 20,000 0

佐々町 22,500 0

計 345,000 0

[一般計画]　第３期長崎県における汚水処理及び都市浸水対策の推進
松浦市、壱岐市、西海市、長与町、時津
町、佐々町、長崎県

117,100 0

[一般計画]　第２期長崎市における良好な水環境ネットワークの形成 長崎市 182,818 0

[重点計画]
佐世保市における快適で恵み豊かな環境をまもる汚水処理の推進（重点）

佐世保市 637,300 0

[重点計画]　快適諫早汚水処理施設整備計画（重点） 諫早市 495,450 0

[一般計画]　快適諫早汚水処理施設整備計画 諫早市 51,000 0

[一般計画]　大村市における汚水処理及び都市浸水対策の推進 大村市 25,000 0

1,853,668 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]
第３期長崎県における汚水処理及び都市浸水対策の推進（重点）

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]


