
福 井 県

水管理・国土保全局



令和2年度補正予算　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 540　
おばまし わかさちょう

小浜市、若狭町

九頭竜川 九頭竜川 一般河川改修事業 2,090　
ふくいし さかいし

福井市、坂井市

北川 北川 河川維持修繕事業 164　
わかさちょう かこう

若狭町～河口

九頭竜川 九頭竜川 河川維持修繕事業 527　
えいへいじちょう かこう

永平寺町～河口

（※）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年度補正予算　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 250　
かつやまし

勝山市

九頭竜川 底喰川 大規模特定河川事業 180　
ふ く い し

福井市

九頭竜川 和田川 大規模更新河川事業 18　
えちぜんちょう さ ば え し

越前町、鯖江市



福井県

　令和２年度補正予算直轄ダム事業
（単位：百万円）

事業費は共同費である。

※工事諸費等を除く

堰堤維持事業 九頭竜川ダム統合管理 19

九頭竜川鳴鹿大堰 31

九頭竜川九頭竜ダム 50

九頭竜川真名川ダム 58

河川総合開発事業 九頭竜川足羽川ダム 1,369

九頭竜川九頭竜川上流ダム再生 35

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備　　　　　考



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

くずりゅうかわ ほそがたにかわ ほそがたにかわえんてい おおのし かみささまた

福井河川国道 砂防 九頭竜川 細ヶ谷川 細ヶ谷川堰堤 大野市 上笹又 砂防堰堤工 200

合計 1 箇所 200

令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（福井県　１／１）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種
事業費

（百万円）
備　考



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 くずりゅうがわ びしゃかわ さばえ おばなちょう さぼうえんていこう

砂防等事業 九頭竜川 毘紗川 鯖江市 尾花町 砂防堰堤工 57

1箇所 57合計

令和２年度　第３次補正予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（福井県　1/1）

所在地事業区分 水系名 渓流名



令和2年度補正予算（ゼロ国債）　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

九頭竜川 九頭竜川 一般河川改修事業 500　
ふくいし

福井市

（※）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。



福井県

　令和２年度補正予算直轄ダム事業（ゼロ国債）
（単位：百万円）

事業費は共同費である。

※工事諸費等を除く

河川総合開発事業 九頭竜川足羽川ダム 337

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備　　　　　考



防災・安全交付金（河川事業）

福井県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

九頭竜川水系吉野瀬川広域
河川改修事業

105,000

九頭竜川水系竹田川広域河
川改修事業

75,000

九頭竜川水系兵庫川広域河
川改修事業

125,000

笹生川ダム堰堤改良事業 86,000
浄土寺川ダム堰堤改良事業 85,000
龍ヶ鼻ダム堰堤改良事業 43,000
永平寺ダム堰堤改良事業 56,000
広野ダム堰堤改良事業 33,000
日野川圏域総合流域防災事
業（底喰川）

福井市 10,000

- 計 618,000

九頭竜川水系江端川広域河
川改修事業

30,000

九頭竜川水系天王川広域河
川改修事業

25,000

井の口川水系井の口川広域
河川改修事業

118,000

笙の川水系笙の川広域河川
改修事業

161,000

九頭竜川水系荒川流域治水
対策河川事業

25,000

北川水系江古川土地利用一
体型水防災事業

60,000

九頭竜川本川圏域総合流域
防災事業（七瀬川他４河川）

418,000

日野川圏域総合流域防災事
業（足羽川他６河川、情報基
盤）

26,000

日野川圏域総合流域防災事
業（足羽川他７河川、情報基
盤）

5,000

日野川圏域総合流域防災事
業（足羽川他８河川、情報基
盤）

134,000

嶺南圏域総合流域防災事業
（三方五湖他３河川）

12,000

九頭竜川水系底喰川流域貯
留浸透事業

15,000

九頭竜川水系馬渡川都市基
盤河川改修事業

4,000

- 計 1,033,000

1,651,000合計

※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の
意図と異なる配分を妨げるものではない

令和２年度第三次補正予算　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

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

福井県

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）

福井県

福井市



防災・安全交付金（砂防事業）

福井県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

秋夜谷川通常砂防事業 福井県 19,400
番清水川通常砂防事業 福井県 30,000
横谷川通常砂防事業 福井県 6,000
ホシヨノ奥川通常砂防事業 福井県 3,000
総流防（緊急改築）事業 福井県 42,500
九頭竜川本川圏域緊急改築
事業

福井県 43,050

日野川圏域緊急改築事業 福井県 18,050
- 計 162,000

堀川通常砂防事業 福井県 32,500
永平寺川通常砂防事業 福井県 16,500
田ノ谷川通常砂防事業 福井県 17,500
代谷川通常砂防事業 福井県 32,500
西谷川通常砂防事業 福井県 20,000
宮ノ谷川通常砂防事業 福井県 20,000
宮ケ谷通常砂防事業 福井県 5,000
田烏川通常砂防事業 福井県 6,500
小堀川通常砂防事業 福井県 6,500
福谷地区急傾斜地崩壊対策
事業

福井県 11,400

竹生第4地区急傾斜地崩壊
対策事業

福井県 8,550

清水山(下)地区急傾斜地崩
壊対策事業

福井県 15,750

次吉地区急傾斜地崩壊対策
事業

福井県 11,875

効果促進（情報基盤） 福井県 1,615
効果促進（災害関連標識） 福井県 2,710

- 計 208,900
総流防（基礎調査）事業 福井県 1,000

- 計 1,000

371,900

※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の
意図と異なる配分を妨げるものではない

令和２年度第三次補正予算　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

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）

福井県における総合的な土砂災害対策の
推進（防災・安全）

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

合計



防災・安全交付金（下水道事業）

福井県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

九頭竜川流域　竹田川処理
区　管渠等　地震対策

福井県 12,000

九頭竜川流域　竹田川処理
区　処理場　地震対策

福井県 68,000

- 計 80,000
福井市　境・日野川処理区
管渠等　老朽化対策

福井市 58,500

福井市　境・日野川処理区
処理場　地震対策

福井市 12,452

福井市　清水西部処理区
処理場　地震対策

福井市 10,681

福井市　清水東部処理区
処理場　流域治水対策

福井市 54,129

福井市　鷹巣国見・清水西
部処理区　管渠等　地震対
策

福井市 22,230

- 計 157,992
福井市　境・日野川処理区
管渠等　流域治水対策

福井市 2,500

- 計 2,500
敦賀市　松原排水区　管渠
等　流域治水対策

敦賀市 77,500

- 計 77,500
鯖江市　鯖江処理区　処理
場　地震対策

鯖江市 50,000

鯖江市　東部工業団地第一
排水区　管渠等　流域治水

鯖江市 15,000

鯖江市　日野第二排水区
管渠等　流域治水対策

鯖江市 10,000

- 計 75,000
越前市　家久・東部・今立
処理場　流域治水対策

越前市 6,500

越前市　家久処理区　管渠
等　地震対策

越前市 2,500

越前市　今立処理区　処理
場　地震対策

越前市 20,900

- 計 29,900
越前町　織田処理区　処理
場　地震対策

越前町 15,000

- 計 15,000
高浜町　高浜処理区　管渠
等　流域治水対策

高浜町 8,000

高浜町　高浜処理区　処理
場　地震対策

高浜町 28,500

- 計 36,500
五領川公共下水道事務組合
五領川処理区　処理場　地
震対策

五領川公共下水
道事務組合

30,000

- 計 30,000

504,392

※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の
意図と異なる配分を妨げるものではない

令和２年度第三次補正予算　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

福井県における循環のみちの実現その２
（防災・安全）

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）

敦賀市「清らかな水環境の再生　第２期」
計画（防災・安全）

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）

越前市における循環のみちの実現（防災・
安全）

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）

高浜町における安全安心な生活空間の確
保（その２）（防災・安全）

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）

合計



福井県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

下水道施設の整備 福井市 25,000
- 計 25,000

下水道施設の整備 越前市 46,200
- 計 46,200

71,200
※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の
意図と異なる配分を妨げるものではない

令和２年度第三次補正予算　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）

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
越前市における循環のみちの実現（その
２）

合計


