
長 崎 県

水管理・国土保全局



令和2年度補正予算　河川事業（直轄・長崎県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

本明川 本明川 一般河川改修事業 110　
いさはやし

諫早市

本明川 本明川 河川維持修繕事業 77　
いさはや し か こ う

諫早市～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・長崎県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

郡川 郡川 大規模特定河川事業 492　
おおむらし

大村市

釣道川 釣道川 大規模特定河川事業 100　
しんかみごとうちょう

新上五島町



長崎県

　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 本明川本明川ダム 915

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）

大規模特定 なかしまがわ やのひらがわ ながさきし やのひら１ちょうめ さぼうえんていこう

砂防等事業 中島川 矢の平川 長崎市 矢の平１丁目 砂防堰堤工 30

小計 １箇所 30

事業間連携 ほんみょうがわ やまぐちたにがわ いさはやし ゆのおまち さぼうえんていこう

砂防等事業 本明川 山口谷川 諫早市 湯野尾町 砂防堰堤工 30

そのた こかどがわ いさはやし たらみちょう さぼうえんていこう

その他 小角川 諫早市 多良見町 砂防堰堤工 20

小計 ２箇所 50

３箇所 80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（長崎県　1/2）

所在地事業区分 水系名 渓流名



地すべり
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

事業間連携 てらさか いさはやし いいもりちょうさと くいこう

砂防等事業 寺坂 諫早市 飯盛町里 杭工 72

わしおだけ させぼし えむかえちょうしとのうじ しゅうすいぼーりんぐこう

鷲尾岳 佐世保市 江迎町志戸氏 集水ボーリング工 20

たていわ まつうらし つきのかわちょうしもめん しゅうすいせいこう

立岩 松浦市 調川町下免 集水井工 20

３箇所 112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（長崎県　2/2）

所在地事業区分 水系名 箇所名



長崎県

　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 本明川本明川ダム 910

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備　　　　　考



防災・安全交付金（河川事業）

長崎県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

長崎南圏域総合流域防災事
業（時津川）

50,000

長崎南圏域総合流域防災事
業（郡川）

303,000

長崎南圏域総合流域防災事
業（中山西川）

35,000

長崎南圏域総合流域防災事
業（江ノ浦川）

55,000

日野川広域河川改修事業 10,000
長崎離島圏域総合流域防災
事業（佐護川）

77,500

長崎離島圏域総合流域防災
事業（田川）

75,000

長崎離島圏域総合流域防災
事業（加志川）

20,000

- 計 625,500
長崎南圏域総合流域防災事
業（江川）

25,000

長崎南圏域総合流域防災事
業（高田川）

49,000

長崎南圏域総合流域防災事
業（鹿尾川）

55,000

長崎南圏域総合流域防災事
業（山田川）

60,000

長崎南圏域総合流域防災事
業（須川川）

10,000

相浦川広域河川改修事業 35,000
早岐川広域河川改修事業 82,500
川棚川広域河川改修事業 25,000
長崎北圏域総合流域防災事
業（佐々川）

25,000

長崎北圏域総合流域防災事
業（宮村川）

87,500

長崎南圏域総合流域防災事
業（雪浦川）

140,000

長崎離島圏域総合流域防災
事業（牟田川）

57,500

長崎離島圏域総合流域防災
事業（後の川）

10,000

長崎離島圏域総合流域防災
事業（久根川）

35,000

長崎離島圏域総合流域防災
事業（瀬川）

25,000

長崎南圏域総合流域防災事
業（情報基盤総合整備事業）

62,500

長崎北圏域総合流域防災事
業（情報基盤総合整備事業）

2,500

長崎離島圏域総合流域防災
事業（情報基盤総合整備事
業）

2,500

長崎南圏域総合流域防災事
業（ダム情報基盤）

243,425

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）

第３次　自然災害に強い安全な県土づくり
の推進（防災・安全）（緊急対策）

長崎県

第３次　自然災害に強い安全な県土づくり
の推進（防災・安全）

長崎県



長崎北圏域総合流域防災事
業（ダム情報基盤）

11,759

長崎離島圏域総合流域防災
事業（ダム情報基盤）

6,360

堰堤改良事業（野々川ダム） 167,000
堰堤改良事業（猫山ダム） 91,600
堰堤改良事業（江永ダム） 120,000
堰堤改良事業（樋口ダム） 99,320
堰堤改良事業（雪浦ダム） 64,896
堰堤改良事業（福江ダム） 48,640
堰堤改良事業（ケ知ダム） 63,600
堰堤改良事業（仁田ダム） 68,400
- 計 1,774,000

2,399,500

※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

合計



防災・安全交付金（砂防事業）

長崎県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

椿が丘川（ハ）通常砂防事業 長崎県 20,000
長崎南圏緊急改築事業 長崎県 35,180
長崎北圏域緊急改築事業 長崎県 54,155
長崎離島圏緊急改築事業 長崎県 64,515

- 計 173,850
草住川通常砂防事業 長崎県 1,500
千代譲川通常砂防事業 長崎県 2,500
竿ノ浦川（ハ）通常砂防事業 長崎県 7,500
椿が丘川（ハ）通常砂防事業 長崎県 2,500
水頭川火山砂防事業 長崎県 1,100
矢の平川火山砂防事業 長崎県 5,500
大宮川(ﾆ)火山砂防事業 長崎県 1,100
三川川(ﾇ)火山砂防事業 長崎県 1,100
紅葉谷川(ﾛ)火山砂防事業 長崎県 5,500
紅葉谷川(ｲ)火山砂防事業 長崎県 1,100
立岩川（ヘ）火山砂防事業 長崎県 1,100
立岩川（ホ）火山砂防事業 長崎県 1,100
小ヶ倉川（イ）火山砂防事業 長崎県 1,100
小江小浦川（ホ）火山砂防事
業

長崎県 1,100

小江原川（ニ）火山砂防事業 長崎県 8,250
鳴見川（チ）火山砂防事業 長崎県 1,100
小江小浦川（イ）火山砂防事 長崎県 22,000
荒平川(イ)火山砂防事業 長崎県 1,100
荒平川（ハ）火山砂防事業 長崎県 22,000
崎ノ谷川火山砂防事業 長崎県 1,100
寺畑川火山砂防事業 長崎県 1,100
山口谷川火山砂防事業 長崎県 1,100
西泊川（イ）火山砂防事業 長崎県 1,100
小角川火山砂防事業 長崎県 1,100
下長瀬川火山砂防事業 長崎県 1,100
脇の谷川火山砂防事業 長崎県 1,100
浦川火山砂防事業 長崎県 1,100
北村西台川火山砂防事業 長崎県 1,100
大川通常砂防事業 長崎県 2,500
松山川通常砂防事業 長崎県 2,500
中原川通常砂防事業 長崎県 1,500
琴石川通常砂防事業 長崎県 27,500
妙泉寺川通常砂防事業 長崎県 22,500
後川（イ）通常砂防事業 長崎県 2,500
中木場川通常砂防事業 長崎県 2,500
旅手越川(ﾛ)通常砂防事業 長崎県 2,500
新港川(ﾛ)通常砂防事業 長崎県 27,500
榎田川(ｲ)通常砂防事業 長崎県 37,500
中尾川(ハ)通常砂防事業 長崎県 52,500
紲子川通常砂防事業 長崎県 2,500
宮ノ上川通常砂防事業 長崎県 2,500
生ナ川（ロ)通常砂防事業 長崎県 2,500
生ナ川（ハ)通常砂防事業 長崎県 2,500
新港川（イ）通常砂防事業 長崎県 2,500
先小路川通常砂防事業 長崎県 2,500
浜田川通常砂防事業 長崎県 2,500
花川通常砂防事業 長崎県 2,500

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）

第２次土砂災害に強い安全な県土づくり
の推進（防災・安全）（重点）



一重川通常砂防事業 長崎県 8,000
佐須瀬在家川通常砂防事業 長崎県 2,500
加藤川（ロ）通常砂防事業 長崎県 2,500
加藤川（二）通常砂防事業 長崎県 2,500
坂ノ間川（イ）通常砂防事業 長崎県 2,500
卯麦浜川通常砂防事業 長崎県 2,500
大野地区地すべり対策事業 長崎県 2,500
鷲尾岳地区地すべり対策事 長崎県 2,500
白井岳地区地すべり対策事 長崎県 2,500
立岩地区地すべり対策事業 長崎県 2,500
上黒崎地区地すべり対策事 長崎県 5,000
宮ノ原地区地すべり対策事 長崎県 2,500
曽段田地区地すべり対策事 長崎県 5,000
寺坂地区地すべり対策事業 長崎県 2,500
坊ノ上地区地すべり対策事 長崎県 20,000
石宗地区地すべり対策事業 長崎県 7,500
里地区地すべり対策事業 長崎県 2,500
星鹿地区地すべり対策事業 長崎県 2,500
木浦原地区地すべり対策事 長崎県 2,500
以下宿地区地すべり対策事 長崎県 35,000
谷江地区地すべり対策事業 長崎県 27,500
鶴山下地区地すべり対策事 長崎県 7,500
東山下地区地すべり対策事 長崎県 14,000
仲知地区地すべり対策事業 長崎県 12,500
田中(2)地区急傾斜地崩壊対
策事業

長崎県 11,250

滑石３丁目（４）地区急傾斜
地崩壊対策事業

長崎県 19,000

大宮（３）地区急傾斜地崩壊
対策事業

長崎県 14,000

大園(4)地区急傾斜地崩壊対
策事業

長崎県 72,000

金堀(6)地区急傾斜地崩壊対
策事業

長崎県 18,500

滑石3丁目(5)地区急傾斜地
崩壊対策事業

長崎県 18,000

大園(3)地区急傾斜地崩壊対
策事業

長崎県 9,000

多以良地区急傾斜地崩壊対
策事業

長崎県 14,000

白川地区急傾斜地崩壊対策
事業

長崎県 22,500

長崎南圏緊急改築事業 長崎県 40,000
長崎北圏域緊急改築事業 長崎県 40,000
長崎離島圏緊急改築事業 長崎県 16,675
長崎南圏域総合流域防災事
業（砂防事業等）

長崎県 648,975

長崎北圏域総合流域防災事
業（砂防事業等）

長崎県 497,250

長崎離島圏域総合流域防災
事業（砂防事業等）

長崎県 166,350

長崎南圏域総合流域防災事
業（情報基盤）

長崎県 20,000

- 計 2,104,150

2,278,000

第３次自然災害に強い安全な県土づくり
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））

長崎県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

形上海岸　高潮対策事業 長崎県 95,000
年崎海岸　高潮対策事業 長崎県 75,000
亀浦海岸　海岸堤防老朽化
対策緊急事業

長崎県 10,000

東望海岸　高潮対策事業 長崎市 5,000
－ 計 185,000

185,000

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）

海岸における防災・減災対策の強化と適
切な管理の推進（防災・安全）（第２期）

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）

長崎県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

大村湾南部流域　大村湾南
部　管渠等　地震対策

長崎県 50,000

大村湾南部流域　大村湾南
部　処理場　地震対策

長崎県 262,000

長与町　長与処理区　管渠
等　地震対策

長与町 40,000

長与町　長与処理区　処理
場　地震対策

長与町 38,000

時津町　時津処理区　管渠
等　地震対策

時津町 3,000

東彼杵町　東彼杵処理区
管渠等　地震対策

東彼杵町 4,600

川棚町　川棚処理区　管渠
等　流域治水対策

川棚町 10,000

川棚町　川棚処理区　処理
場　地震対策

川棚町 22,500

佐々町　佐々処理区　ポンプ
場　地震対策

佐々町 10,000

- 計 440,100
長崎市　伊王島処理区　処
理場　地震対策

長崎市 4,301

長崎市　三重処理区　管渠
等　地震対策

長崎市 50,370

長崎市　三重処理区　処理
場　地震対策

長崎市 19,874

長崎市　西部処理区　管渠
等　地震対策

長崎市 26,220

長崎市　西部処理区　処理
場　地震対策

長崎市 26,065

長崎市　中部処理区　管渠
等　地震対策

長崎市 44,750

長崎市　東部処理区　ポンプ
場　地震対策

長崎市 5,060

長崎市　東部処理区　処理
場　地震対策

長崎市 22,220

長崎市　南部処理区　管渠
等　地震対策

長崎市 20,700

長崎市　南部処理区　処理
場　地震対策

長崎市 19,508

長崎市　全域（計画策定等）
管渠等　地震対策

長崎市 76,500

- 計 315,568
佐世保市　中部処理区　管
渠等　地震対策

佐世保市 2,500

佐世保市　中部処理区　処
理場　地震対策

佐世保市 97,900

- 計 100,400
諫早市　小長井処理区　処
理場　地震対策

諫早市 31,300

- 計 31,300

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）

第３期長崎県における汚水処理及び都市
浸水対策の推進（防災・安全）

第2期長崎市における災害に備えた下水
道施設の構築（防災・安全）

佐世保市における安全・安心な社会基盤
の形成、都市浸水対策の推進（防災・安
全）

快適諫早汚水処理施設整備計画（防災・
安全）



防災・安全交付金（下水道事業）

長崎県 （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）

大村市　大村処理区　ポンプ
場　地震対策

大村市 33,250

大村市　大村処理区　ポンプ
場　流域治水対策

大村市 5,000

大村市　大村処理区　管渠
等　地震対策

大村市 7,500

大村市　大村処理区　処理
場　地震対策

大村市 277,519

- 計 323,269
大村市　沖田排水区　管渠
等　流域治水対策

大村市 18,550

大村市　宮小路排水区　管
渠等　流域治水対策

大村市 10,000

大村市　柴田排水区　管渠
等　流域治水対策

大村市 10,000

大村市　竹松駅前排水区
管渠等　流域治水対策

大村市 25,000

- 計 63,550
松浦市　蓮田川排水区　ポ
ンプ場　流域治水対策

松浦市 17,500

南島原市　口之津処理区
ポンプ場　老朽化対策

南島原市 6,000

佐々町　佐々処理区　管渠
等　流域治水対策

佐々町 8,500

- 計 32,000
雲仙市　雲仙処理区　処理
場　地震対策

雲仙市 41,200

雲仙市　吾妻処理区　ポンプ
場　地震対策

雲仙市 9,250

- 計 50,450

1,356,637

大村市における汚水処理及び都市浸水対
策の推進（防災・安全）

大村市における汚水処理及び都市浸水対
策の推進（防災・安全）（重点）

第３期長崎県における汚水処理及び都市
浸水対策の推進（防災・安全）（重点）

雲仙市における持続可能な下水道計画
（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



長崎県 （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 長崎市 34,050
- 計 34,050

34,050

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）

第2期長崎市における良好な水環境ネット
ワークの形成

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


