
福 岡 県

水管理・国土保全局



令和2年度補正予算　河川事業（直轄・福岡県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

遠賀川 遠賀川 一般河川改修事業 2,660　 飯塚市
いいづかし

、直方市
のおがたし

、田川市
た が わ し

、宮若市
みやわかし

、大任町
おおとうまち

、添田町
そえだまち

山国川 山国川 一般河川改修事業 460　 上毛町
こ うげま ち

矢部川 矢部川 一般河川改修事業 160　 柳川市
やながわし

筑後川 筑後川 一般河川改修事業 2,940　

≪福岡県
ふくおかけん

≫久留米市
く る め し

、うきは市
し

≪佐賀県
さ が け ん

≫佐賀市
さ が し

、鳥栖市
と す し

、みやき町
ちょう

≪大分
おおいた

県
けん

≫日田市
ひ た し

遠賀川 遠賀川 河川維持修繕事業 704　 嘉麻
か ま

市
し

～河口
か こ う

山国川 山国川 河川維持修繕事業 200　 中津
な かつ

市
し

～河口
か こ う

矢部川 矢部川 河川維持修繕事業 100　 みやま市
し

、八女
や め

市
し

～河口
か こ う

筑後川 筑後川 河川維持修繕事業 505　 日田
ひ た

市
し

～河口
か こ う

（※）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・福岡県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

筑後川 桂川・荷原川 河川災害復旧等関連緊急事業 6,324　
あ さ く ら し

朝倉市

紫川 紫川 事業間連携河川事業 120　
きたきゅうしゅうし

北九州市



福岡県

　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 筑後川筑後川水系ダム群連携 150

水資源開発事業 筑後川寺内ダム 37

筑後川筑後大堰 14

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備　　　　　考



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

ちくごがわ あかたにがわ あかたにがわさぼうしせつぐん あさくらし はき

筑後川河川 特定緊急砂防 筑後川 赤谷川 赤谷川砂防施設群 朝倉市 杷木 砂防堰堤工 400

合計 1 箇所 400

令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（福岡県　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 ちくごがわ そうずがわ あさくらし はきこが けいりゅうほぜんこう

砂防等事業 筑後川 寒水川 朝倉市 杷木古賀 渓流保全工 78

ちくごがわ のべたたにがわ あさくらぐん とうほうむら ふくい さぼうえんていこう

筑後川 延田谷川 朝倉郡 東峰村 福井 砂防堰堤工 20
なかがわ なめりがわ なかがわし なめり けいりゅうほぜんこう

那珂川 南面里川 那珂川市 南面里 渓流保全工 20

やべがわ つづらがわ みやまし やまかわまちかわはらうち さぼうえんていこう

矢部川 九折川 みやま市 山川町河原内 砂防堰堤工 45
おんががわ くぼのおがわ いいづかし やきやま さぼうえんていこう

遠賀川 久保ノ尾川 飯塚市 八木山 砂防堰堤工 90

５箇所 253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（福岡県　1/4）

所在地事業区分 水系名 渓流名



工種 事業費 備考
市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

砂防激甚災害 ちくごがわ おにがじょうがわさん あさくらし いないばる さぼうえんていこう

特別緊急事業 筑後川 鬼ヶ城川３ 朝倉市 荷原 砂防堰堤工 10
ちくごがわ ばばたにがわ あさくらし くろかわ けいりゅうほぜんこう

筑後川 馬場谷川 朝倉市 黒川 渓流保全工 10
ちくごがわ だいこくがわ あさくらし くろかわ さぼうえんていこう

筑後川 大黒川 朝倉市 黒川 砂防堰堤工 10
ちくごがわ おにがじょうがわよん あさくらし いないばる さぼうえんていこう

筑後川 鬼ヶ城川４ 朝倉市 荷原 砂防堰堤工 10
ちくごがわ みやぞのがわに あさくらし くろかわ さぼうえんていこう

筑後川 宮園川２ 朝倉市 黒川 砂防堰堤工 10
ちくごがわ まさのぶがわ あさくらし はきほしまる さぼうえんていこう

筑後川 正信川 朝倉市 杷木星丸 砂防堰堤工 12
ちくごがわ なかぐみたにがわ あさくらし はきしらき けいりゅうほぜんこう

筑後川 中組谷川 朝倉市 杷木白木 渓流保全工 10
ちくごがわ しらきたにがわ（３） あさくらし はきしらき さぼうえんていこう

筑後川 白木谷川（３） 朝倉市 杷木白木 砂防堰堤工 10
ちくごがわ しらきたにがわ あさくらし はきしらき けいりゅうほぜんこう

筑後川 白木谷川 朝倉市 杷木白木 渓流保全工 80
ちくごがわ しらきたにがわ（２） あさくらし はきしらき けいりゅうほぜんこう

筑後川 白木谷川（２） 朝倉市 杷木白木 渓流保全工 10
ちくごがわ そうずがわ あさくらし はきこが けいりゅうほぜんこう

筑後川 寒水川 朝倉市 杷木古賀 渓流保全工 98
ちくごがわ ふなぞこたにがわ あさくらし はきこが さぼうえんていこう

筑後川 船底谷川 朝倉市 杷木古賀 砂防堰堤工 10
ちくごがわ そうずがわ（５） あさくらし はきこが さぼうえんていこう

筑後川 寒水川（５） 朝倉市 杷木古賀 砂防堰堤工 10
ちくごがわ わかいちさわがわ あさくらし はきわかいち さぼうえんていこう

筑後川 若市沢川 朝倉市 杷木若市 砂防堰堤工 10
ちくごがわ しわたにがわ あさくらし はきしわ さぼうえんていこう

筑後川 志波谷川 朝倉市 杷木志波 砂防堰堤工 10

令和２年度　第３次補正予算　砂防激甚災害対策特別緊急事業費補助箇所別調書（福岡県　2/4）

所在地事業区分 水系名 渓流名



工種 事業費 備考
市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

ちくごがわ どうめきがわ あさくらし はきしわ さぼうえんていこう

筑後川 導目木川 朝倉市 杷木志波 砂防堰堤工 80
ちくごがわ きたがわ（２） あさくらし はきしわ さぼうえんていこう

筑後川 北川（２） 朝倉市 杷木志波 砂防堰堤工 10
ちくごがわ きたがわ あさくらし はきしわ さぼうえんていこう

筑後川 北川 朝倉市 杷木志波 砂防堰堤工 180
ちくごがわ ゆのかわ あさくらし はきしらき さぼうえんていこう

筑後川 由の川 朝倉市 杷木白木 砂防堰堤工 10
ちくごがわ しわさわがわ あさくらし はきしわ さぼうえんていこう

筑後川 志波沢川 朝倉市 杷木志波 砂防堰堤工 10
ちくごがわ からすやまたにがわ あさくらし はきしわ さぼうえんていこう

筑後川 烏山谷川 朝倉市 杷木志波 砂防堰堤工 10
ちくごがわ どうめきがわ（１） あさくらし はきしわ さぼうえんていこう

筑後川 導目木川（１） 朝倉市 杷木志波 砂防堰堤工 70
ちくごがわ きたがわみぎしせん あさくらし はきしわ さぼうえんていこう

筑後川 北川右支川 朝倉市 杷木志波 砂防堰堤工 10
ちくごがわ やさかがわ あさくらし みやの さぼうえんていこう

筑後川 八坂川 朝倉市 宮野 砂防堰堤工 10
ちくごがわ やさかたにがわに あさくらし みやの さぼうえんていこう

筑後川 八坂谷川２ 朝倉市 宮野 砂防堰堤工 10
ちくごがわ くらたにたにがわいち あさくらし やまだ さぼうえんていこう

筑後川 倉谷谷川１ 朝倉市 山田 砂防堰堤工 100
ちくごがわ くらたにたにがわに あさくらし やまだ さぼうえんていこう

筑後川 倉谷谷川２ 朝倉市 山田 砂防堰堤工 170
ちくごがわ やまのかみたにがわ あさくらし やまだ さぼうえんていこう

筑後川 山の神谷川 朝倉市 山田 砂防堰堤工 10
ちくごがわ やまおさかたにがわ あさくらし すがわ さぼうえんていこう

筑後川 山尾坂谷川 朝倉市 須川 砂防堰堤工 10
ちくごがわ みょうけんがわ あさくらし すがわ さぼうえんていこう

筑後川 妙見川 朝倉市 須川 砂防堰堤工 10

令和２年度　第３次補正予算　砂防激甚災害対策特別緊急事業費補助箇所別調書（福岡県　3/4）

所在地事業区分 水系名 渓流名



工種 事業費 備考
市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

ちくごがわ ならがたにがわ あさくらし やまだ さぼうえんていこう

筑後川 奈良ヶ谷川 朝倉市 山田 砂防堰堤工 10
ちくごがわ いまみちがわ あさくらぐん とうほうむら こいしわらつづみ さぼうえんていこう

筑後川 今道川 朝倉郡 東峰村 小石原鼓 砂防堰堤工 100
ちくごがわ ほんさこがわ あさくらぐん とうほうむら ほうしゅやま けいりゅうほぜんこう

筑後川 本迫川 朝倉郡 東峰村 宝珠山 渓流保全工 100
ちくごがわ ちよまるがわ あさくらぐん とうほうむら ほうしゅやま けいりゅうほぜんこう

筑後川 千代丸川 朝倉郡 東峰村 宝珠山 渓流保全工 10
ちくごがわ やまのかみたにがわ あさくらぐん とうほうむら ふくい さぼうえんていこう

筑後川 山ノ神谷川 朝倉郡 東峰村 福井 砂防堰堤工 10

３５箇所 1,240合計

令和２年度　第３次補正予算　砂防激甚災害対策特別緊急事業費補助箇所別調書（福岡県　4/4）

所在地事業区分 水系名 渓流名



令和２年度第３次補正予算　下水道事業

都道府県名：福岡県 （単位：千円）

小倉都心部地区事業間連携下水道事
業

北九州市
浸水対策下水道事業
（事業間連携下水道事業）

460,000 230,000

計 460,000 230,000

事業名 事業主体 事業種別 事業費 国費



令和２年度補正予算（ゼロ国債）　河川事業（直轄・福岡）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

遠賀川 遠賀川 河川工作物関連応急対策事業 156　
か ま し か こ う

嘉麻市～河口

矢部川 矢部川 河川工作物関連応急対策事業 80　
し や め し か こ う

みやま市、八女市～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。



防災・安全交付金（河川事業）

福岡県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

山ノ井川浸水対策重点地域
緊急事業

50,000

日向神ダム堰堤改良事業 69,264
瑞梅寺ダム堰堤改良事業 76,749
力丸ダム堰堤改良事業 60,480
北谷ダム堰堤改良事業 109,952
猪野ダム堰堤改良事業 38,043
情報基盤総合整備事業 194,512

- 計 599,000
福岡都市圏域総合流域防災
事業

100,000

那珂川広域河川改修事業 312,000
宝満川広域河川改修事業 50,000
大刀洗川広域河川改修事業 55,000
筑後矢部川圏域総合流域防
災事業

80,000

小石原川広域河川改修事業 20,000
花宗川広域河川改修事業 20,000
楠田川広域河川改修事業 15,000
遠賀川圏域総合流域防災事
業

92,500

陣屋川広域河川改修事業 5,000
広川広域河川改修事業 5,000
上津荒木川広域河川改修事
業

5,000

沖端川広域河川改修事業 10,000
塩塚川広域河川改修事業 10,000
遠賀川圏域総合流域防災事
業（福地川）

132,500

遠賀川圏域総合流域防災事
業（西川）

10,000

遠賀川圏域総合流域防災事
業（藤野川）

10,000

行橋豊前圏域総合流域防災
事業

17,500

長峡川広域河川改修事業 20,000
行橋豊前圏域総合流域防災
事業（江尻川）

20,000

曽根田川広域河川改修事業 5,000
矢部川広域河川改修事業 32,500
遠賀川圏域総合流域防災事
業（戸切川）

40,000

曲川広域河川改修事業 17,500
東谷川広域河川改修事業 10,000
紫川広域河川改修事業 10,000
遠賀川圏域総合流域防災事
業（熊添川）

10,000

遠賀川圏域総合流域防災事
業（建花寺川）

10,000

鷺田川・高尾川広域河川改
修事業

25,000

氾濫推定図作成事業 140,000

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）

福岡県における県域一体となった災害に
強い安全安心な県土づくりの推進計画（防
災・安全）緊急対策

福岡県

福岡県における県域一体となった災害に
強い安全安心な県土づくりの推進計画（防
災・安全）

福岡県



情報基盤総合整備事業 47,500
- 計 1,337,000
周船寺川都市基盤河川改修
事業

3,000

金屑川都市基盤河川改修事
業

3,000

特定構造物改築事業（上牟
田川排水機場）

60,000

- 計 66,000

2,002,000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

福岡市における安全・安心・快適な暮らし
の実現（防災・安全）

福岡市



防災・安全交付金（砂防事業）

福岡県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

有木川通常砂防事業 福岡県 5,000
石垣川通常砂防事業 福岡県 16,000
愛光園谷川通常砂防事業 福岡県 8,000
内山谷川通常砂防事業 福岡県 8,000
薬王寺川通常砂防事業 福岡県 8,000
用山川通通常砂防事業 福岡県 8,000
岩渕谷川2通常砂防事業 福岡県 20,000
福岡都市圏域緊急改築事業 福岡県 38,750
行橋豊前圏域緊急改築事業 福岡県 23,750
遠賀川圏域緊急改築事業 福岡県 37,750
筑後矢部川圏域緊急改築事
業

福岡県 51,750

- 計 225,000
長浦川通常砂防事業 福岡県 19,500
住野川通常砂防事業 福岡県 19,500
原谷川通常砂防事業 福岡県 19,500
大山川通常砂防事業 福岡県 19,500
寒水川通常砂防事業 福岡県 19,500
三光川通常砂防事業 福岡県 31,000
鹿狩川通常砂防事業 福岡県 31,000
東吉木谷川通常砂防事業 福岡県 19,500
地禄沢川通常砂防事業 福岡県 31,000
大江谷川通常砂防事業 福岡県 29,700
夫婦木川通常砂防事業 福岡県 16,000
大黒川通常砂防事業 福岡県 20,000
正信川通常砂防事業 福岡県 20,000
白木谷川通常砂防事業 福岡県 50,000
白木谷川(2)通常砂防事業 福岡県 15,000
若市沢川通常砂防事業 福岡県 10,000
北川右支川通常砂防事業 福岡県 10,000
本迫川通常砂防事業 福岡県 15,000
千代丸川通常砂防事業 福岡県 25,000
船底谷通常砂防事業 福岡県 150,000
寒水川（５）通常砂防事業 福岡県 10,000
導目木川通常砂防事業 福岡県 50,000
北川（２）通常砂防事業 福岡県 10,000
由の川通常砂防事業 福岡県 15,000
真弓川５通常砂防事業 福岡県 21,500
草葉川通常砂防事業 福岡県 19,500
大倉谷川通常砂防事業 福岡県 19,500
北の関川5通常砂防事業 福岡県 19,500
北の関川１通常砂防事業 福岡県 19,500
月足川通常砂防事業 福岡県 19,500
石岡山田川通常砂防事業 福岡県 19,500
大谷4通常砂防事業 福岡県 11,000
大谷5通常砂防事業 福岡県 11,500
福井谷川通常砂防事業 福岡県 16,000
上下方川1通常砂防事業 福岡県 19,500
上下方川2通常砂防事業 福岡県 19,500
若久川通常砂防事業 福岡県 11,000
栄谷地区地すべり対策事業 福岡県 5,000
平榎（1）地区地すべり対策
事業

福岡県 5,000

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）

福岡県における県域一体となった災害に
強い安全安心な県土づくりの推進計画（防
災・安全）重点



平榎（2）地区地すべり対策
事業

福岡県 5,000

平榎（3）地区地すべり対策
事業

福岡県 5,000

四条野地区地すべり対策事 福岡県 4,000
上藤木地区地すべり対策事 福岡県 5,000
添田（2）地区地すべり対策
事業

福岡県 10,000

山口地区地すべり対策事業 福岡県 9,000
相の島地区急傾斜地崩壊対
策事業

福岡県 2,400

脇山地区急傾斜地崩壊対策
事業

福岡県 2,400

北石釜地区急傾斜地崩壊対
策事業

福岡県 1,600

愛宕2丁目地区急傾斜地崩
壊対策事業

福岡県 2,700

猪野地区急傾斜地崩壊対策
事業

福岡県 2,850

藤山町（１）地区急傾斜地崩
壊対策事業

福岡県 3,600

高良内地区急傾斜地崩壊対
策事業

福岡県 13,500

女山（２）地区急傾斜地崩壊
対策事業

福岡県 3,600

真弓地区急傾斜地崩壊対策
事業

福岡県 1,600

五郎ヶ畑地区急傾斜地崩壊
対策事業

福岡県 2,400

新町地区急傾斜地崩壊対策
事業

福岡県 2,700

鶴田地区急傾斜地崩壊対策
事業

福岡県 2,700

奈良津地区急傾斜地崩壊対
策事業

福岡県 2,400

平原地区急傾斜地崩壊対策
事業

福岡県 2,700

喜多良地区急傾斜地崩壊対
策事業

福岡県 3,600

一木地区急傾斜地崩壊対策
事業

福岡県 2,400

二崎地区急傾斜地崩壊対策
事業

福岡県 2,700

上坂地区急傾斜地崩壊対策
事業

福岡県 2,700

尾迫-1地区急傾斜地崩壊対
策事業

福岡県 2,700

浦山地区急傾斜地崩壊対策
事業

福岡県 2,700

穂坂地区急傾斜地崩壊対策
事業

福岡県 2,700

椋谷地区急傾斜地崩壊対策
事業

福岡県 2,850

柴尾地区急傾斜地崩壊対策
事業

福岡県 2,700

遠久谷（１）地区急傾斜地崩
壊対策事業

福岡県 2,700

遠久谷（２）地区急傾斜地崩
壊対策事業

福岡県 2,700

福岡県における県域一体となった災害に
強い安全安心な県土づくりの推進計画（防
災・安全）



今屋敷地区急傾斜地崩壊対
策事業

福岡県 2,400

中村地区急傾斜地崩壊対策
事業

福岡県 2,700

遠久谷（３）地区急傾斜地崩
壊対策事業

福岡県 2,700

下木屋地区急傾斜地崩壊対
策事業

福岡県 2,700

神露渕地区急傾斜地崩壊対
策事業

福岡県 2,700

田本地区急傾斜地崩壊対策
事業

福岡県 2,850

宮ノ尾(a)地区急傾斜地崩壊
対策事業

福岡県 2,700

馬渡地区急傾斜地崩壊対策
事業

福岡県 2,850

上藤松１丁目地区急傾斜地
崩壊対策事業

福岡県 2,700

畑地区急傾斜地崩壊対策事
業

福岡県 27,000

鳴竹１丁目地区急傾斜地崩
壊対策事業

福岡県 18,000

屋敷地区急傾斜地崩壊対策
事業

福岡県 13,500

柄杓田（Ｄ）地区急傾斜地崩
壊対策事業

福岡県 18,000

長谷2丁目地区急傾斜地崩
壊対策事業

福岡県 9,000

高須西地区急傾斜地崩壊対
策事業

福岡県 18,000

地島地区急傾斜地崩壊対策
事業

福岡県 2,700

志位鷹羽台地区急傾斜地崩
壊対策事業

福岡県 2,700

船越地区急傾斜地崩壊対策
事業

福岡県 2,700

祝町地区急傾斜地崩壊対策
事業

福岡県 2,400

若松地区急傾斜地崩壊対策
事業

福岡県 2,400

吉田東４丁目地区急傾斜地
崩壊対策事業

福岡県 2,400

伏原(2)地区急傾斜地崩壊対
策事業

福岡県 13,500

不動地区急傾斜地崩壊対策
事業

福岡県 2,700

池尻地区急傾斜地崩壊対策
事業

福岡県 2,700

本町地区急傾斜地崩壊対策
事業

福岡県 2,700

千代町地区急傾斜地崩壊対
策事業

福岡県 2,700

新町地区急傾斜地崩壊対策
事業

福岡県 2,700

大谷地区急傾斜地崩壊対策
事業

福岡県 2,700

大島地区急傾斜地崩壊対策
事業

福岡県 2,700



天道地区急傾斜地崩壊対策
事業

福岡県 9,500

原町(2)地区急傾斜地崩壊対
策事業

福岡県 2,850

大城－２地区急傾斜地崩壊
対策事業

福岡県 2,850

福岡都市圏域総合流域防災
事業（砂防事業等）

福岡県 4,000

行橋豊前圏域総合流域防災
事業（砂防事業等）

福岡県 28,000

遠賀川圏域総合流域防災事
業（砂防事業等）

福岡県 5,000

筑後矢部川圏域総合流域防
災事業（砂防事業等）

福岡県 17,500

福岡都市圏域総合流域防災
事業（情報基盤）

福岡県 2,000

遠賀川圏域総合流域防災事
業（情報基盤）

福岡県 1,000

筑後矢部川圏域総合流域防
災事業（情報基盤）

福岡県 1,000

行橋豊前圏域総合流域防災
事業（情報基盤）

福岡県 1,000

- 計 1,258,500
福岡都市圏域総合流域防災
事業（基礎調査）

福岡県 15,000

遠賀川圏域総合流域防災事
業（基礎調査）

福岡県 15,000

筑後矢部川圏域総合流域防
災事業（基礎調査）

福岡県 15,000

行橋豊前圏域総合流域防災
事業（基礎調査）

福岡県 15,000

- 計 60,000

1,543,500

※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

福岡県における基礎調査計画（防災・安
全）

合計



防災・安全交付金（海岸事業（河川））

福岡県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

吉田海岸　海岸堤防老朽化
対策緊急事業

福岡県 20,000

加布里海岸　海岸堤防老朽
化対策緊急事業

福岡県 20,000

三毛門沓川海岸　海岸堤防
老朽化対策緊急事業

福岡県 150,000

行橋海岸　海岸堤防老朽化
対策緊急事業

福岡県 20,000

－ 計 210,000

210,000

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）

福岡県における県域一体となった災害に
強い安全安心な県土づくりの推進計画（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）

福岡県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

遠賀川下流流域　遠賀川下
流流域　処理場　地震対策

福岡県 2,000

遠賀川中流流域　遠賀川中
流流域　処理場　地震対策

福岡県 1,600

御笠川那珂川流域　御笠川
那珂川流域　管渠等　地震
対策

福岡県 15,000

御笠川那珂川流域　御笠川
那珂川流域　処理場　地震
対策

福岡県 24,500

多々良川流域　多々良川流
域　処理場　地震対策

福岡県 14,000

筑後川中流右岸流域　筑後
川中流右岸流域　管渠等
地震対策

福岡県 15,000

筑後川中流右岸流域　筑後
川中流右岸流域　処理場
地震対策

福岡県 55,700

宝満川上流流域　宝満川上
流流域　処理場　地震対策

福岡県 8,600

宝満川流域　宝満川流域
処理場　地震対策

福岡県 23,300

矢部川流域　矢部川流域
処理場　地震対策

福岡県 32,800

飯塚市　飯塚処理区　ポンプ
場　老朽化対策

飯塚市 158,750

飯塚市　飯塚処理区　管渠
等　地震対策

飯塚市 7,850

春日市　全域（計画策定等）
管渠等　地震対策

春日市 30,000

太宰府市　各地域　管渠等
地震対策

太宰府市 13,500

福津市　福間処理区　管渠
等　地震対策

福津市 8,000

志免町　多々良川　管渠等
地震対策

志免町 10,000

- 計 420,600
北九州市　市内一円　ポンプ
場　流域治水対策

北九州市 5,000

北九州市　市内一円　管渠
等　流域治水対策

北九州市 105,000

北九州市　新町処理区　ポ
ンプ場　地震対策

北九州市 15,000

北九州市　曽根処理区　管
渠等　流域治水対策

北九州市 10,000

北九州市　日明処理区　ポ
ンプ場　地震対策

北九州市 65,000

北九州市　日明処理区　管
渠等　流域治水対策

北九州市 200,000

- 計 400,000
北九州市　日明処理区　管
渠等　地震対策

北九州市 230,000

- 計 230,000

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）

快適な生活環境の整備（防災・安全）

北九州市公共下水道事業「水めぐる”住み
よいまち”をめざして」（防災・安全）（重点
計画）

北九州市公共下水道事業「水めぐる”住み
よいまち”をめざして」（防災・安全）



防災・安全交付金（下水道事業）

福岡県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

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）

福岡市　西戸崎処理区　処
理場　地震対策

福岡市 20,000

福岡市　西部処理区　管渠
等　地震対策

福岡市 17,500

福岡市　西部処理区　処理
場　地震対策

福岡市 66,000

福岡市　中部処理区　ポンプ
場　地震対策

福岡市 47,500

福岡市　中部処理区　ポンプ
場　老朽化対策

福岡市 75,000

福岡市　中部処理区　管渠
等　老朽化対策

福岡市 50,000

福岡市　中部処理区　処理
場　地震対策

福岡市 132,000

福岡市　東部処理区　ポンプ
場　老朽化対策

福岡市 60,500

福岡市　東部処理区　管渠
等　地震対策

福岡市 18,060

福岡市　東部処理区　処理
場　地震対策

福岡市 79,200

福岡市　和白処理区　処理
場　地震対策

福岡市 134,240

- 計 700,000
大牟田市　明治排水区　ポ
ンプ場　老朽化対策

大牟田市 30,000

大牟田市　全域（計画策定
等）　ポンプ場　流域治水対
策

大牟田市 7,000

- 計 37,000
久留米市　下弓削川排水区
管渠等　流域治水対策

久留米市 132,500

久留米市　池町川排水区
管渠等　流域治水対策

久留米市 95,500

久留米市　津福処理区　ポ
ンプ場　地震対策

久留米市 37,400

久留米市　津福処理区　管
渠等　地震対策

久留米市 25,175

久留米市　津福処理区　処
理場　地震対策

久留米市 337,130

久留米市　筒川排水区　管
渠等　流域治水対策

久留米市 40,275

久留米市　南部処理区　ポ
ンプ場　地震対策

久留米市 3,500

久留米市　南部処理区　処
理場　地震対策

久留米市 222,495

久留米市　全域（計画策定
等）　管渠等　地震対策

久留米市 35,500

- 計 929,475

福岡市における安全・安心・快適な暮らし
の実現（防災・安全）

大牟田市における快適な生活環境の整備
（防災・安全）（重点計画）

快適で潤いのある市民生活を支援する下
水道及び河川等の整備（防災・安全）



防災・安全交付金（下水道事業）

福岡県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

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）

飯塚市　浦田排水区　管渠
等　流域治水対策

飯塚市 316,480

飯塚市　飯塚処理区　ポンプ
場　流域治水対策

飯塚市 10,800

春日市　小倉排水区　管渠
等　流域治水対策

春日市 8,000

- 計 335,280
朝倉市　甘木処理区　管渠
等　地震対策

朝倉市 1,000

朝倉市　朝倉地区　ポンプ場
地震対策

朝倉市 42,500

朝倉市　朝倉地区　処理場
地震対策

朝倉市 81,400

- 計 124,900
宇美町　多々良川処理区
管渠等　地震対策

宇美町 6,850

- 計 6,850

3,184,105

※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

快適な生活環境の整備（防災・安全）（重
点計画）

朝倉市の快適な生活環境の整備（防災・
安全）

宇美町における快適な生活環境の整備
（防災・安全）

合計



福岡県 （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 久留米市 248,200
- 計 248,200

下水道施設の整備 直方市 68,000
下水道施設の整備 飯塚市 55,200
下水道施設の整備 みやま市 4,500

- 計 127,700
下水道施設の整備 宇美町 3,000

- 計 3,000
378,900

※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）

社会資本整備総合交付金（下水道事業）

快適で潤いのある市民生活を支援する下
水道の整備

快適な生活環境の整備（重点計画）

宇美町における快適な生活環境の整備

合計


