
滋 賀 県

水管理・国土保全局



令和2年度補正予算　河川事業（直轄・滋賀県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

淀川 瀬田川 一般河川改修事業 75　
おおつし

大津市

淀川 野洲川 一般河川改修事業 995　
もりやまし やすし こなんし

守山市、野洲市、湖南市

淀川 瀬田川 河川維持修繕事業 77　
おおつし

大津市

淀川 琵琶湖 河川維持修繕事業 0.1 
おおつし

大津市

淀川 野洲川 河川維持修繕事業 256　
こなんし もりやまし

湖南市～守山市

（※）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。



令和２年度補正予算　河川事業（補助・滋賀県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

淀川 青井川 大規模特定河川事業 100　
たかしま し

高島市

淀川 日野川 大規模特定河川事業 200　
おうみはちまん し

近江八幡市

淀川 姉川・高時川 大規模特定河川事業 340　
ながはまし

長浜市

淀川 山賀川 大規模特定河川事業 80　
も りやま し

守山市



滋賀県

　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

河川総合開発事業 淀川大戸川ダム 596

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 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 よどがわ しみずだに ひがしおうみし えいげんじあいだにちょう さぼうえんていこう

砂防等事業 淀川 清水谷 東近江市 永源寺相谷町 砂防堰堤工 20

よどがわ つぼたにがわ ながはまし とくやまちょう さぼうえんていこう

淀川 坪谷川 長浜市 徳山町 砂防堰堤工 20

よどがわ はただに たかしまし くつきとちゅう さぼうえんていこう

淀川 畑谷 高島市 朽木栃生 砂防堰堤工 100

3箇所 140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（滋賀県　1/1）

所在地事業区分 水系名 渓流名



滋賀県

　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 淀川大戸川ダム 893

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備　　　　　考



防災・安全交付金（河川事業）

滋賀県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

淀川水系葉山川広域河川改
修事業

60,000

淀川水系守山川広域河川改
修事業

10,000

淀川水系野洲川広域河川改
修事業

125,000

淀川水系日野川広域河川改
修事業

150,000

淀川水系八日市新川広域河
川改修事業

148,500

淀川水系長命寺川広域河川
改修事業

227,500

淀川水系姉川・高時川広域
河川改修事業

10,000

東近江・湖東・湖北・湖西圏
域総合流域防災事業

15,000

淀川水系鴨川広域河川改修
事業

10,000

東近江・湖東・湖北・湖西圏
域総合流域防災事業

170,000

石田川ダム堰堤改良事業 41,400
宇曽川ダム堰堤改良事業 80,600

- 計 1,048,000

淀川水系真野川広域河川改
修事業

30,000

甲賀・湖南圏域総合流域防
災事業

15,000

淀川水系犬上川広域河川改
修事業

15,000

淀川水系愛知川広域河川改
修事業

5,000

淀川水系田川広域河川改修
事業

15,000

大津・信楽圏域総合流域防
災事業

6,000

- 計 86,000

1,134,000

※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）

滋賀県における集中的な総合的治水対策
の推進（防災・安全）（重点）

滋賀県

滋賀県における総合的治水対策の推進
（防災・安全）

滋賀県

合計



防災・安全交付金（砂防事業）

滋賀県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

滝川通常砂防事業 滋賀県 28,500
シャカ谷通常砂防事業 滋賀県 5,000
盛越川支流通常砂防事業 滋賀県 2,500
際川支流通常砂防事業 滋賀県 10,000
熊野川通常砂防事業 滋賀県 7,500
東南寺川支流２通常砂防事 滋賀県 12,500
モヘ谷通常砂防事業 滋賀県 5,000
溝谷川通常砂防事業 滋賀県 7,500
中ノ池川支流砂防事業（総
流防）

滋賀県 13,500

笹路川支流砂防事業（総流
防）

滋賀県 30,000

アコ谷砂防事業（総流防） 滋賀県 20,000
東近江・湖東・湖北・湖西圏
域緊急改築事業（砂防）

滋賀県 10,000

大津・信楽圏域緊急改築事
業（砂防）

滋賀県 10,000

大津・信楽圏域長寿命化事
業（砂防）

滋賀県 52,000

甲賀・湖南圏域長寿命化事
業（砂防）

滋賀県 22,750

東近江・湖東・湖北・湖西圏
域長寿命化事業（砂防）

滋賀県 22,500

さくらが丘地区急傾斜地崩
壊対策事業

滋賀県 4,750

葛川坊村１地区急傾斜地崩
壊対策事業

滋賀県 7,125

葛川坊村２地区急傾斜地崩
壊対策事業

滋賀県 7,125

山中地区急傾斜地崩壊対策
事業

滋賀県 9,000

大津・信楽圏域長寿命化事
業（急傾斜）

滋賀県 10,800

甲賀・湖南圏域長寿命化事
業（急傾斜）

滋賀県 20,250

東近江・湖東・湖北・湖西圏
域長寿命化事業（急傾斜）

滋賀県 18,950

東近江・湖東・湖北・湖西圏
域緊急改築事業（急傾斜）

滋賀県 23,750

大津・信楽圏域長寿命化事
業（地すべり）

滋賀県 3,000

甲賀・湖南圏域長寿命化事
業（地すべり）

滋賀県 3,500

東近江・湖東・湖北・湖西圏
域長寿命化事業（地すべり）

滋賀県 3,500

- 計 371,000
北谷川通常砂防事業 滋賀県 35,000
おぼろ池川支流通常砂防事 滋賀県 5,000
穴太川通常砂防事業 滋賀県 5,000
知内川支流通常砂防事業 滋賀県 20,000
禅寺谷通常砂防事業 滋賀県 10,000
出山川通常砂防事業 滋賀県 5,000
上所谷通常砂防事業 滋賀県 9,000

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）

滋賀県における土砂災害対策の推進（防
災・安全）重点



和田内川支流２通常砂防事 滋賀県 6,800
久保川支流通常砂防事業 滋賀県 9,000
信楽川支流通常砂防事業 滋賀県 11,500
千手川通常砂防事業 滋賀県 5,000
百瀬川通常砂防事業 滋賀県 20,000
榎川支流通常砂防事業 滋賀県 2,500
坪谷川通常砂防事業 滋賀県 7,500
大津・信楽圏域砂防事業 滋賀県 40,000
甲賀・湖南圏域砂防事業 滋賀県 40,000
東近江・湖東・湖北・湖西圏
域砂防事業

滋賀県 66,500

若葉台2地区急傾斜地崩壊
対策事業

滋賀県 54,150

町居地区急傾斜地崩壊対策
事業

滋賀県 47,500

沖島地区急傾斜地崩壊対策
事業

滋賀県 42,750

寺師地区急傾斜地崩壊対策
事業

滋賀県 9,500

下丹生地区急傾斜地崩壊対
策事業

滋賀県 18,000

下丹生２地区急傾斜地崩壊
対策事業

滋賀県 4,750

梅ヶ原地区急傾斜地崩壊対
策事業

滋賀県 4,500

正法寺地区急傾斜地崩壊対
策事業

滋賀県 4,750

久徳地区急傾斜地崩壊対策
事業

滋賀県 4,750

川相地区急傾斜地崩壊対策
事業

滋賀県 21,375

大君ケ畑２地区急傾斜地崩
壊対策事業

滋賀県 40,375

甲賀・湖南圏域急傾斜事業 滋賀県 12,800
東近江・湖東・湖北・湖西圏
域急傾斜事業

滋賀県 10,000

- 計 573,000

944,000

滋賀県における土砂災害対策の推進（防
災・安全）

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



防災・安全交付金（下水道事業）

滋賀県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

琵琶湖流域　湖西　ポンプ場
地震対策

滋賀県 9,000

琵琶湖流域　湖南中部　ポ
ンプ場　流域治水対策

滋賀県 50,000

琵琶湖流域　高島　ポンプ場
地震対策

滋賀県 70,186

琵琶湖流域　東北部　ポンプ
場　地震対策

滋賀県 59,500

琵琶湖流域　東北部　処理
場　地震対策

滋賀県 115,400

- 計 304,086
大津市　大津処理区　処理
場　地震対策

大津市 85,614

- 計 85,614

長浜市　東北部処理区　管
渠等　地震対策

長浜市 12,000

- 計 12,000
近江八幡市　湖南中部処理
区　管渠等　地震対策

近江八幡市 4,000

- 計 4,000
草津市　湖南中部処理区
管渠等　地震対策

草津市 12,000

- 計 12,000
守山市　湖南中部　管渠等
地震対策

守山市 4,800

- 計 4,800
甲賀市　杣川第４排水区　管
渠等　流域治水対策

甲賀市 8,500

- 計 8,500
湖南市　湖南中部　管渠等
地震対策

湖南市 5,000

湖南市　湖南中部　管渠等
流域治水対策

湖南市 5,000

- 計 10,000
米原市　東北部流域　管渠
等　地震対策

米原市 12,000

- 計 12,000

453,000

※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）

持続可能な下水道事業の推進（防災・安
全）（その２）

大津市公共下水道事業－大津市におけ
る下水道施設の耐震化、改築更新（長寿
命化対策）と市街地の浸水対策（防災・安
全）

長浜市における市街地の浸水対策、良好
な水環境の形成（その２）（防災・安全）

近江八幡市における下水道普及地域の
長寿命化（防災・安全）

草津市域における総合的な減災対策の推
進（防災・安全）

守山市における下水の地震対策とポンプ
施設の延命化対策および浸水対策の推
進（その２）（防災・安全）（重点計画）

甲賀市における良好な水環境の形成、市
街地の浸水対策の実現（防災・安全）

湖南市における良好な水環境の形成・総
合的な浸水対策の推進（その２）（防災・安
全）

米原市における良好な水環境の形成、総
合的な浸水対策の推進（防災・安全）

合計


