
佐 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・佐賀県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

筑後川 筑後川 一般河川改修事業 2,940　

ふくおかけん く る め し し

≪福岡県≫久留米市、うきは市
さ が け ん さ が し と す し ちょう

≪佐賀県≫佐賀市、鳥栖市、みやき町
おおいたけん ひ た し

≪大分県≫日田市

嘉瀬川 嘉瀬川 一般河川改修事業 1,215　
お ぎ し さ が し

小城市、佐賀市

六角川 六角川 一般河川改修事業 160　
た け お し

武雄市

松浦川 松浦川 一般河川改修事業 205　
か ら つ し

唐津市

六角川 六角川 河川激甚災害対策特別緊急事業 300　
お ぎ し

小城市

筑後川 筑後川 河川維持修繕事業 505　
ひ た し か こ う

日田市～河口

嘉瀬川 嘉瀬川 河川維持修繕事業 240　
さ が し か こ う

佐賀市～河口

六角川 六角川 河川維持修繕事業 185　
たけ お し か こ う

武雄市～河口

松浦川 松浦川 河川維持修繕事業 150　
たけ お し か こ う

武雄市～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。



令和２年度補正予算　河川事業（補助・佐賀県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

六角川 武雄川・広田川・山犬原川 河川激甚災害対策特別緊急事業 825　
た け お し た く し

武雄市、多久市

嘉瀬川 本庄江 事業間連携河川事業 40　
さ が し

佐賀市

筑後川 田手川 大規模特定河川事業 120　
よ し の が りちょう

吉野ヶ里町

筑後川 中池江川 大規模特定河川事業 50　
かんざきし

神埼市

六角川 晴気川 大規模特定河川事業 200　
お ぎ し

小城市



佐賀県

　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

堰堤維持事業 筑後川佐賀導水路 200

河川総合開発事業 筑後川城原川ダム 296

水資源開発事業 筑後川筑後大堰 14

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 ちくごがわ そのべがわ だいじゅういち みやきぐん きやまちょう そのべ さぼうえんていこう

砂防等事業 筑後川 園部川第十一 三養基郡 基山町 園部 砂防堰堤工 30

ちくごがわ いけのひらだいに かんざきし せふりまちひろたき さぼうえんていこう

筑後川 池ノ平第二 神埼市 脊振町広滝 砂防堰堤工 40

２箇所 70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（佐賀県　1/2）

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）

特定緊急 ちくごがわ きんりゅうがわ さがし きんりゅうまちきんりゅう けいりゅうほぜんこう

砂防事業 筑後川 金立川 佐賀市 金立町金立 渓流保全工 90

１箇所 90合計

令和２年度　第３次補正予算　特定緊急砂防事業費補助箇所別調書（佐賀県　2/2）

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：佐賀県 （単位：千円）

佐賀地区大規模雨水処理施設整備事
業

佐賀市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

40,000 20,000

中牟田・西牟田地区大規模雨水処理
施設整備事業

鹿島市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

250,000 125,000

計 290,000 145,000

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・佐賀県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

筑後川 筑後川 一般河川改修事業 110　
ちょう

みやき町

松浦川 松浦川 一般河川改修事業 100　
からつし

唐津市

六角川 六角川 河川工作物関連応急対策事業 150　
たけ お し か こ う

武雄市～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）

佐賀県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

佐賀江川広域河川改修事業
（巨勢川上流）

15,000

新川特定構造物改築事業
（新川排水機場）

185,000

別段川特定構造物改築事業
（別段川排水機場）

2,000

田手川広域河川改修事業
（馬場川）

15,000

通瀬川特定構造物改築事業
（通瀬川排水機場）

2,000

沼川特定構造物改築事業
（沼川排水機場）

1,000

西田川特定構造物改築事業
（下野排水機場）

1,000

八田江特定構造物改築事業
（八田江排水機場）

5,000

戊辰川特定構造物改築事業
（戊辰川排水機場）

1,000

須古川特定構造物改築事業
（須古排水機場）

1,000

白石川特定構造物改築事業
（白石川排水機場）

1,000

緑郷川特定構造物改築事業
（緑郷川排水機場）

1,000

医王寺川特定構造物改築事
業（医王寺川排水機場）

2,000

福富川特定構造物改築事業
（福富川排水機場）

1,000

廻里江川特定構造物改築事
業（廻里江川排水機場）

3,000

只江川特定構造物改築事業
（只江川排水機場）

2,000

福所江特定構造物改築事業
（福所江排水機場）

2,000

- 計 240,000
佐賀江川広域河川改修事業
（佐賀江川）

25,000

筑後・嘉瀬川圏域総合流域
防災事業

430,000

佐賀江川広域河川改修事業
（焼原川）

30,000

佐賀江川広域河川改修事業
（金立川）

10,000

寒水川広域河川改修事業
（通瀬川）

7,000

切通川広域河川改修事業 8,000
六角川圏域総合流域防災事
業

366,000

松浦川圏域総合流域防災事
業（町田川）

25,000

松浦川圏域総合流域防災事
業

80,000

情報基盤整備事業 28,000

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）

県土全体となった河川事業、海岸事業及
び砂防事業による浸水・土砂災害対策の
推進（防災・安全）緊急対策

佐賀県

県土全体となった河川事業、海岸事業及
び砂防事業による浸水・土砂災害対策の
推進（防災・安全）

佐賀県



有田川広域河川改修事業 15,000
松浦川圏域総合流域防災事
業（立川）

15,000

黒塩川応急対策事業（黒塩
川排水機場他）

25,000

堰堤改良事業 534,000

- 計 1,598,000

1,838,000

※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

合計



防災・安全交付金（砂防事業）

佐賀県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

村前川第二通常砂防事業 佐賀県 15,000
筑後・嘉瀬川圏域緊急改築
事業

佐賀県 176,050

六角川圏域緊急改築事業 佐賀県 57,500
松浦川圏域緊急改築事業 佐賀県 139,000

- 計 387,550
上須田川第三通常砂防事業 佐賀県 500
西山谷川通常砂防事業 佐賀県 20,000
中道川通常砂防事業 佐賀県 5,000
中原通常砂防事業 佐賀県 40,000
塩木川第二通常砂防事業 佐賀県 15,000
現野川第一通常砂防事業 佐賀県 15,000
平林川第一通常砂防事業 佐賀県 12,500
上梅野二区川第四通常砂防
事業

佐賀県 12,500

大願寺川第一通常砂防事業 佐賀県 12,500
横柴折地区地すべり対策事 佐賀県 5,000
諸浦地区地すべり対策事業 佐賀県 7,500
石田地区地すべり対策事業 佐賀県 1,750
川津地区急傾斜地崩壊対策
事業

佐賀県 4,500

効果促進事業 佐賀県 10,000
効果促進事業 佐賀市 700

- 計 162,450

550,000

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）

県土全体となった河川事業、海岸事業及
び砂防事業による浸水・土砂災害対策の
推進（防災・安全）重点

県土全体となった河川事業、海岸事業及
び砂防事業による浸水・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））

佐賀県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

芦刈海岸　老朽化対策事業 佐賀県 100,000

－ 計 100,000

100,000

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）

県土全体となった河川事業、海岸事業及
び砂防事業による浸水・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）

佐賀県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

佐賀市　佐賀処理区　ポンプ
場　地震対策

佐賀市 35,000

佐賀市　佐賀処理区　処理
場　地震対策

佐賀市 10,000

- 計 45,000
佐賀市　全域（計画策定等）
管渠等　流域治水対策

佐賀市 5,000

- 計 5,000
唐津市　唐津処理区　ポンプ
場　地震対策

唐津市 13,500

唐津市　唐津処理区　処理
場　地震対策

唐津市 11,550

唐津市　浜玉処理区　処理
場　地震対策

唐津市 1,100

- 計 26,150
鳥栖市　西田川排水区　管
渠等　流域治水対策

鳥栖市 21,095

鳥栖市　鳥栖処理区　ポンプ
場　地震対策

鳥栖市 7,700

鳥栖市　鳥栖処理区　処理
場　地震対策

鳥栖市 68,000

- 計 96,795
伊万里市　伊万里処理区
管渠等　地震対策

伊万里市 14,000

- 計 14,000
武雄市　全域（計画策定等）
管渠等　流域治水対策

武雄市 5,500

- 計 5,500
鹿島市　南舟津排水区　ポ
ンプ場　流域治水対策

鹿島市 50,000

- 計 50,000
有田町　有田処理区　処理
場　地震対策

有田町 16,500

- 計 16,500

258,945

伊万里市における生活環境の改善と公共
用水域の水質保全及び浸水区域における
被害の軽減（防災・安全）

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）

佐賀市における強靭かつ持続可能な下水
道事業の推進（防災・安全）

佐賀市排水対策基本計画（防災・安全）
（重点計画）

唐津市における公共用水域の水質保全
の実現（防災・安全）

「安心・安全・きれいなまち　鳥栖」の実現
（防災・安全）

武雄市における安全・安心で快適な暮らし
を支える下水道施設のストックマネジメン
ト計画（防災・安全）

鹿島市における安全・安心、快適な暮らし
の実現（防災・安全）（重点計画）

有田町における生活環境の充実と整備に
向けた下水道ストックマネジメント計画（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



佐賀県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

下水道施設の整備 佐賀市 269,167
- 計 269,167

下水道施設の整備 鹿島市 15,000
- 計 15,000

下水道施設の整備 吉野ヶ里町 23,500
- 計 23,500

下水道施設の整備 基山町 23,803
- 計 23,803

331,470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）

社会資本整備総合交付金（下水道事業）

佐賀市下水道リノベーションの推進

鹿島市における下水道整備と環境の保全
の推進（重点計画）
吉野ヶ里町における都市環境の整備及び
公共用水域の水質保全

基山町における下水道普及の推進


