
大 分 県

水管理・国土保全局



令和２年度当初予算　河川事業（直轄・大分県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

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

大分川 大分川 一般河川改修事業 1,258　 大分市
お お い た し

大野川 大野川 一般河川改修事業 318　 大分市
お お い た し

番匠川 番匠川 一般河川改修事業 200　 佐伯市
さ い き 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

番匠川 番匠川 河川工作物関連応急対策事業 90　 佐伯市
さ い き 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

（※）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・大分県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

津久見川 津久見川 河川激甚災害対策特別緊急事業 1,800　 津久見市
つ く み し

筑後川 大肥川 河川災害復旧等関連緊急事業 1,260　 日田市
ひ た し

山国川 山国川 大規模特定河川事業 90　 中津市
な か つ し

山国川 山国川（下流） 大規模特定河川事業 214　 中津市
な か つ し

筑後川 二串川 大規模特定河川事業 50　 日田市
ひ た し

八坂川 八坂川 大規模特定河川事業 450　 杵築市
き つ き し



大分県

　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。

( 3,588)

河川整備事業費 3,588 

　治水ダム等建設事業費補助

( 3,588)

　　建設工事 3,588 

( 3,588)

竹田水害緊急治水ダム 3,588 玉来ダム

備　　　　考ダム名事項



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 さかいかわ いたちがわ べっぷし みなみたていし さぼうえんていこう

砂防等事業 境川 板地川 別府市 南立石 砂防堰堤工 50

小計 １箇所 50

大規模更新 おおのかわ よしだかわ うすきし のつまちひがしたに えんていかいりょうこう

砂防等事業 大野川 吉田川 臼杵市 野津町東谷 堰堤改良工 117

小計 １箇所 117

事業間連携 そのた ひみかわ つくみし ひみ さぼうえんていこう

砂防等事業 その他 日見川２ 津久見市 日見 砂防堰堤工 70
ばんじょうかわ さんのうたに さいきし はせ さぼうえんていこう

番匠川 山王谷川 佐伯市 長谷 砂防堰堤工 57
そのた まるばえかわ さいきし かみうら あざむいうら さぼうえんていこう

その他 丸ばえ川 佐伯市 上浦 浅海井浦 砂防堰堤工 108
おおのかわ ごうのひらかわいちしけい ぶんごおおのし あさじまちくりばやし さぼうえんていこう

大野川 郷野平川一支渓 豊後大野市 朝地町栗林 砂防堰堤工 16
やまくにかわ まちかわ なかつし ほんやばけいまちあとだ さぼうえんていこう

山国川 町川③ 中津市 本耶馬渓町跡田 砂防堰堤工 90
やまくにかわ くちのはやしかわかみ なかつし ばけいまちとばる さぼうえんていこう

山国川 口ノ林川上 中津市 耶馬溪町戸原 砂防堰堤工 90
やっかんかわ やざきかわ うさし あじむまちやざき さぼうえんていこう

駅館川 矢崎川① 宇佐市 安心院町矢崎 砂防堰堤工 90
かつらかわ たてひらたにかわ きつきし おおたくつかけ さぼうえんていこう

桂川 立平谷川 杵築市 大田沓掛 砂防堰堤工 60
そのた あじろかわ つくみし あじろ さぼうえんていこう

その他 網代川 津久見市 網代 砂防堰堤工 68
おおのかわ きたひらかわ ぶんごおおのし あさじまちわただ けいりゅうほぜんこう

大野川 北平川 豊後大野市 朝地町綿田 渓流保全工 76
やまくにかわ ひらはるしもかわ なかつし やばけいまちおおの さぼうえんていこう

山国川 平原下川 中津市 耶馬溪町大野 砂防堰堤工 85

小計 １１箇所 810

１３箇所 977

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（大分県　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 ちくごがわ お　の ひたし お　の おさえもりどこう

砂防等事業 筑後川 小野 日田市 小野 押え盛土工 46

小計 １箇所 46

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（大分県　2/3）

事業区分 水系名 箇所名 所在地



工種 事業費 備考
市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

特定緊急 ちくごがわ いわとかわ ひたし つるこうち けいりゅうほぜんこう

砂防事業 筑後川 岩戸川 日田市 鶴川内 渓流保全工 67

小計 １箇所 67

１箇所 67

令和２年度　特定緊急砂防事業費補助箇所別調書（大分県　3/3）

合計

事業区分 水系名 渓流名 所在地



大分県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

1,456,000 730,000

1,456,000 730,000

※ 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]
安全で安心して暮らせる豊の国の川づくり（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）。

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



大分県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

70,000

70,000 0

[一般計画]　親しみをもてやすらぎのある豊の国の川づくり

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



大分県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

東小川川通常砂防事業 26,000 26,000

通山川通常砂防事業 30,000

尾久保川②通常砂防事業 15,000

迫ノ奥川通常砂防事業 53,000 53,000

井無田川２通常砂防事業 20,000

江ノ浦川１通常砂防事業 10,000

津志河内川２通常砂防事業 38,000 38,000

丑ヶ谷川通常砂防事業 17,000 17,000

小福手谷川通常砂防事業 15,000

朝日川火山砂防事業 27,500

下長岩屋第1川火山砂防事業 27,500

串ヶ迫川通常砂防事業 13,500

観海寺川火山砂防事業 52,800

東八幡川③火山砂防事業 16,500

横道川３号火山砂防事業 77,000 77,000

中大山川①火山砂防事業 33,000 33,000

水取川②火山砂防事業 16,500

宮原川火山砂防事業 38,500 38,500

下元重川火山砂防事業 27,500

（大野川圏域割後場川）緊急改築事業 91,000 91,000

（山国・国東圏域倉谷川）緊急改築事業 2,500

大園C急傾斜地崩壊対策事業 9,000

2号海添急傾斜地崩壊対策事業 9,975

中山急傾斜地崩壊対策事業 10,800

上下木急傾斜地崩壊対策事業 400

殿町急傾斜地崩壊対策事業 12,000 12,000

田原急傾斜地崩壊対策事業 13,500

尾園急傾斜地崩壊対策事業 10,000

次倉中央②急傾斜地崩壊対策事業 8,550

芝原急傾斜地崩壊対策事業 9,000

第二笹ヶ平急傾斜地崩壊対策事業 13,500

(香々地地区)緊急改築事業 39,500

(西脇地区)緊急改築事業 9,000

(下木地区)緊急改築事業 4,500

(千怒崎地区)緊急改築事業 4,500

(久保泊地区)緊急改築事業 4,500

大分県[重点計画]
土砂災害に強い県土づくりの推進（防災・安全）（重
点）２期

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



(無垢島地区)緊急改築事業 15,500

(千束地区)緊急改築事業 14,850

(蒲江地区)緊急改築事業 9,000

(宮野浦地区)緊急改築事業 14,400

(岩ヶ鼻地区)緊急改築事業 14,250

(生石地区)緊急改築事業 15,750

(１号保戸島地区)緊急改築事業 7,125

(泊ヶ内地区)緊急改築事業 6,750

904,150 385,500

1,399,430 849,195

2,303,580 1,234,695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]　土砂災害に強い県土づくりの推進（防災・安全）２期

小計

※ 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）。



SP作成イメージ

大分県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

海岸堤防等老朽化対策緊急
事業

大分県 35,000 0

35,000 0

35,000 0

大分県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

7,000 0

7,000 0

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

[重点計画]
県民の命と暮らしを守る社会資本整備と老朽化対策
の推進（重点計画）

小計

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。

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



大分県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

別府市 47,500 8,400

中津市 46,500 0

日田市 12,375 0

佐伯市 42,000 0

臼杵市 60,000 13,500

津久見市 4,750 0

豊後高田市 4,700 0

宇佐市 29,000 17,400

日出町 17,000 0

計 263,825 39,300

[一般計画]
おんせん県おおいたの下水道　第２期防災安全対策（防災・安全）

別府市、中津市、日田市、佐伯
市、臼杵市、津久見市、豊後高
田市、杵築市、宇佐市、国東
市、姫島村、日出町

1,124,583 0

[一般計画]　おおいたの下水道の防災力向上 大分市 679,000 5,000

[重点計画]　おおいたの下水道の防災力向上（防災・安全）（重点計画） 大分市 942,000 306,900

3,009,408 351,200

※ 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。

[重点計画]
おんせん県おおいたの下水道　第２期雨水・地震津波対策（防災・安全）
（重点計画）

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



大分県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

大分県 5,000 0

別府市 50,000 0

中津市 152,400 0

日田市 6,500 0

佐伯市 100,000 0

津久見市 5,600 0

豊後高田市 21,500 0

杵築市 54,650 0

国東市 8,030 0

日出町 56,060 0

計 459,740 0

[重点計画]　おおいたのきれいな水環境の形成（重点計画） 大分市 994,000 0

[重点計画]　カチあるまちうさの下水道　未普及対策（重点計画） 宇佐市 500,000 0

1,953,740 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]
おんせん県おおいたの下水道　第２期未普及対策（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]


