
香 川 県

水管理・国土保全局



令和2年度補正予算　河川事業（直轄・香川県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

土器川 土器川 一般河川改修事業 635　
まるがめし

丸亀市

土器川 土器川 河川維持修繕事業 360　
ちょう かこう

まんのう町～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・香川県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

新川
詰田川
摺鉢谷川
香東川
本津川

新川
御坊川
摺鉢谷川
香東川
本津川

事業間連携河川事業 170　
たかまつし

高松市

本津川 本津川 大規模特定河川事業 70　
たかまつし

高松市

綾川 綾川 大規模特定河川事業 70　
あやがわちょう

綾川町

一の谷川 一の谷川 大規模特定河川事業 50　
か ん お ん じ し

観音寺市



防災・安全交付金（河川事業）

香川県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

古川　広域河川改修事業
（加速化対策）

35,000

新川（三木工区）　広域河川
改修事業（加速化対策）

20,000

綾川　広域河川改修事業
（加速化対策）

25,000

大束川　広域河川改修事業
（加速化対策）

25,000

- 計 105,000
弘田川　広域河川改修事業
（加速化対策）

20,000

香川県西部圏域総合流域防
災（桜川）（加速化対策）

19,000

相引川　特定構造物改築事
業（排水機場・水門）（加速化
対策）

5,000

摺鉢谷川　特定構造物改築
事業（摺鉢谷川水門）（加速
化対策）

3,000

津田川　広域河川改修事業
（加速化対策）

25,000

香東川　広域河川改修事業
（加速化対策）

17,000

土器川　広域河川改修事業
（加速化対策）

3,000

財田川　広域河川改修事業
（加速化対策）

50,000

総合流域防災事業（情報基
盤総合整備事業）（加速化対

25,000

五郷ダム　堰堤改良事業 1,600
前山ダム　堰堤改良事業 54,796
門入ダム　堰堤改良事業 48,308
千足ダム　堰堤改良事業 7,296
吉田ダム　堰堤改良事業 13,000
- 計 292,000

397,000

※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）

総合的な浸水対策の推進（防災・安全）緊
急対策

香川県

総合的な浸水対策の推進（防災・安全）
香川県

合計



防災・安全交付金（砂防事業）

香川県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

日開谷川通常砂防事業 香川県 24,000
塚原川通常砂防事業 香川県 16,500
藤村川通常砂防事業 香川県 2,500
夏木谷川通常砂防事業 香川県 7,500
つづき谷川通常砂防事業 香川県 17,500
尾崎東川通常砂防事業 香川県 15,000
赤山下川通常砂防事業 香川県 17,500
奥条川通常砂防事業 香川県 7,500
大開西川通常砂防事業 香川県 30,000
小川東川通常砂防事業 香川県 30,000
中筋上川通常砂防事業 香川県 28,000
浜脇西川通常砂防事業 香川県 8,500
長寿命化計画策定（東部圏域） 香川県 2,500
長寿命化計画策定（土器川圏域） 香川県 2,500
長寿命化計画策定（西部圏域） 香川県 2,500

- 計 212,000
平間東川通常砂防事業 香川県 16,500
日与次川通常砂防事業 香川県 16,500
西間川通常砂防事業 香川県 5,000
峰堂川通常砂防事業 香川県 7,500
枇杷の木谷川通常砂防事業 香川県 35,000
樫林川通常砂防事業 香川県 25,000
西川通常砂防事業 香川県 10,000
宮の尾川通常砂防事業 香川県 5,000
弓池川通常砂防事業 香川県 11,000
竿川通常砂防事業 香川県 7,500
明神川（蒲生）通常砂防事業 香川県 1,000
唐櫃地区地すべり対策事業 香川県 7,500
緊急改築事業（東部圏域（内地）） 香川県 44,500
緊急改築事業（東部圏域（離島）） 香川県 20,000
緊急改築事業（西部圏域） 香川県 6,000
機能増進事業（東部圏域（内地）） 香川県 7,500
機能増進事業（西部圏域） 香川県 17,000

- 計 242,500

454,500

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）

総合的な土砂災害対策の推進（防災・安
全）（重点）

総合的な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（海岸事業（河川））

香川県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

観音寺海岸堤防等老朽化対
策緊急事業

香川県 40,000

豊浜海岸堤防等老朽化対策
緊急事業

香川県 15,000

- 計 55,000

55,000

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）

香川県沿岸地域における地震・津波に強
い海岸づくり（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）

香川県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

中讃流域　金倉川処理区
管渠等　地震対策

香川県 16,000

中讃流域　金倉川処理区
処理場　流域治水対策

香川県 3,000

中讃流域　大束川処理区
管渠等　地震対策

香川県 14,000

中讃流域　大束川処理区
処理場　地震対策

香川県 10,500

中讃流域　大束川処理区
処理場　流域治水対策

香川県 2,000

坂出市　5-4処理分区　管渠
等　地震対策

坂出市 20,000

坂出市　西部排水区　ポンプ
場　老朽化対策

坂出市 13,500

- 計 79,000
高松市　西部処理区　管渠
等　老朽化対策

高松市 7,000

高松市　西部処理区　処理
場　地震対策

高松市 32,200

高松市　東部処理区　管渠
等　地震対策

高松市 14,000

高松市　東部処理区　管渠
等　老朽化対策

高松市 46,000

高松市　東部処理区　処理
場　地震対策

高松市 3,105

高松市　全域（計画策定等）
ポンプ場　流域治水対策

高松市 11,850

高松市　全域（計画策定等）
処理場　地震対策

高松市 25,000

- 計 139,155
丸亀市　丸亀処理区　ポンプ
場　老朽化対策

丸亀市 55,000

丸亀市　丸亀処理区　管渠
等　地震対策

丸亀市 20,000

- 計 75,000
観音寺市　観音寺処理区・
第２-1排水区　ポンプ場　流
域治水対策

観音寺市 5,000

- 計 5,000

298,155

※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）

地域の暮らしを守る安全・安心な下水道づ
くり（防災・安全）

市街地における安全・安心な下水道づくり
（防災・安全）

丸亀市における地域の暮らしを守る安全・
安心な下水道づくり（防災・安全）

音を観る街観音寺市の下水道づくり（防
災・安全）

合計


