
大 分 県

水管理・国土保全局



令和2年度補正予算　河川事業（直轄・大分県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

大分川 大分川 一般河川改修事業 1,360　
おおいた し

大分市

大野川 大野川 一般河川改修事業 1,860　
おおいた し

大分市

番匠川 番匠川 一般河川改修事業 490　
さ い き し

佐伯市

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

山国川 山国川 河川維持修繕事業 200　
な か つ し か こ う

中津市～河口

大分川 大分川 河川維持修繕事業 413　
ゆ ふ し か こ う

由布市～河口

大野川 大野川 河川維持修繕事業 270　
おおいたし か こ う

大分市～河口

番匠川 番匠川 河川維持修繕事業 188　
さ い き し か こ う

佐伯市～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・大分県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

津久見川 津久見川 河川激甚災害対策特別緊急事業 466　
つ く み し

津久見市

筑後川 大肥川 河川災害復旧等関連緊急事業 746　
ひ た し

日田市

山国川 山国川 大規模特定河川事業 80　
な か つ し

中津市

山国川 山国川（下流） 大規模特定河川事業 40　
な か つ し

中津市

八坂川 八坂川 大規模特定河川事業 40　
き つ き し

杵築市



大分県

　令和２年度補正予算補助ダム事業
（単位：百万円） 

国庫補助基本額

（事業費）

上段（　　　）書きは共同費、

下段は公共費である。

( 1,700)

河川整備事業費 1,700 

　治水ダム等建設事業費補助

( 1,700)

　　建 設 工 事 1,700 

( 1,700)

竹田水害緊急治水ダム 1,700 玉来ダム

事項 ダム名 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 さかいかわ いたちがわ べっぷし みなみたていし さぼうえんていこう

砂防等事業 境川 板地川 別府市 南立石 砂防堰堤工 50

１箇所 50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（大分県　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 ちくごがわ おのちく ひたし おの のりめんこう

砂防等事業 筑後川 小野地区 日田市 小野 法面工 90

１箇所 90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（大分県　2/2）

所在地事業区分 水系名 箇所名



防災・安全交付金（河川事業）

大分県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

大野川（中）広域河川改修事
業費

30,000

平井川（上）広域河川改修事
業

15,000

大谷川広域河川改修事業 61,000
大野川（下）広域河川改修事
業

15,000

山国川広域河川改修事業 20,000
筑後川圏域総流防事業 197,500
八坂川水系応急対策事業 29,000
筑後川水系応急対策事業 10,000
床木ダム　堰堤改良事業 51,000
野津ダム　堰堤改良事業 44,000
行入ダム　堰堤改良事業 48,000
安岐ダム　堰堤改良事業 48,000
黒沢ダム　堰堤改良事業 48,000
青江ダム　堰堤改良事業 48,000

- 計 664,500

664,500

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）

安全で安心して暮らせる豊の国の川づくり
（防災・安全）

大分県

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（砂防事業）

大分県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

東小川川通常砂防事業 大分県 18,075
串ヶ迫川通常砂防事業 大分県 8,575
尾久保川②通常砂防事業 大分県 8,075
一尺屋川通常砂防事業 大分県 38,075
日見川２通常砂防事業 大分県 23,127
井無田川２通常砂防事業 大分県 40,575
高浜川通常砂防事業 大分県 18,075
山王谷川通常砂防事業 大分県 34,875
津志河内川２通常砂防事業 大分県 36,075
丑ヶ谷川通常砂防事業 大分県 11,500
中村川１通常砂防事業 大分県 15,575
小福手谷川通常砂防事業 大分県 33,575
朝日川火山砂防事業 大分県 5,973
下長岩屋第1川火山砂防事業 大分県 19,723
畑・堂園川火山砂防事業 大分県 32,098
中村川通常砂防事業 大分県 32,650
板地川火山砂防事業 大分県 58,223
観海寺川火山砂防事業 大分県 4,323
東八幡川③火山砂防事業 大分県 14,223
横道川３号火山砂防事業 大分県 16,973
中大山川①火山砂防事業 大分県 30,723
口ノ林川上火山砂防事業 大分県 5,995
小林川火山砂防事業 大分県 11,473
芝原川②火山砂防事業 大分県 19,723
宮原川火山砂防事業 大分県 47,223

串ヶ迫地区急傾斜地崩壊対策
事業

大分県 6,750

上小原地区急傾斜地崩壊対策
事業

大分県 14,000

大園C地区急傾斜地崩壊対策
事業

大分県 11,250

2号海添地区急傾斜地崩壊対策
事業

大分県 11,875

彦之内地区急傾斜地崩壊対策
事業

大分県 4,500

長瀬地区急傾斜地崩壊対策事
業

大分県 15,750

中山地区急傾斜地崩壊対策事
業

大分県 10,350

上下木地区急傾斜地崩壊対策
事業

大分県 4,800

尾園地区急傾斜地崩壊対策事
業

大分県 8,000

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）

土砂災害に強い県土づくりの推進（防災・安全）
（重点）2期



東寺地区急傾斜地崩壊対策事
業

大分県 4,500

芝原地区急傾斜地崩壊対策事
業

大分県 18,000

大分川圏域緊急改築事業 大分県 21,999
大野川圏域緊急改築事 大分県 124,450
番匠川圏域緊急改築事業 大分県 68,350
筑後川圏域緊急改築事業 大分県 32,450
山国・国東圏域緊急改築事業 大分県 90,225

- 計 1,032,749
岩戸川通常砂防事業 大分県 103,075
立平谷川通常砂防事業 大分県 25,575
利光川通常砂防事業 大分県 23,075
福良川通常砂防事業 大分県 28,075
竹野浦川通常砂防事業 大分県 8,075
丸ばえ川通常砂防事業 大分県 15,575

郷野平川二支渓通常砂防事業 大分県 23,575

栗栖川通常砂防事業 大分県 20,075
中会川通常砂防事業 大分県 41,075
中崎川通常砂防事業 大分県 14,075
吉竹川通常砂防事業 大分県 11,325
平原下川通常砂防事業 大分県 13,075
上園川火山砂防事業 大分県 11,473
長野川①火山砂防事業 大分県 10,923
境川火山砂防事業 大分県 69,223
大分川火山砂防事業 大分県 14,223
竹田川②火山砂防事業 大分県 13,123
中野川２号火山砂防事業 大分県 13,673
専道川火山砂防事業 大分県 10,373
野矢川１号火山砂防事業 大分県 16,973
伏木川火山砂防事業 大分県 14,223
五名川火山砂防事業 大分県 25,223
矢崎川①火山砂防事業 大分県 47,223
二日市川火山砂防事業 大分県 35,123

鶴見岳・伽藍岳火山噴火緊急減
災対策事業

大分県 7,500

九重山火山噴火緊急減災対策
事業

大分県 13,500

瀬の口地区地すべり対策事業 大分県 5,000
乙原地区地すべり対策事業 大分県 37,500
明礬地区地すべり対策事業 大分県 6,000
細田地区地すべり対策事業 大分県 10,000
山内地区地すべり対策事業 大分県 14,500
綿田地区地すべり対策事業 大分県 30,000
小野地区地すべり対策事業 大分県 55,000

土砂災害に強い県土づくりの推進（防災・安全）
（重点）2期

土砂災害に強い県土づくりの推進（防災・安全）
2期



小猪尾地区急傾斜地崩壊対策
事業

大分県 25,175

蔵人地区急傾斜地崩壊対策事
業

大分県 14,250

屋下地区急傾斜地崩壊対策事
業

大分県 9,000

湛水地区急傾斜地崩壊対策事
業

大分県 16,625

南田代地区急傾斜地崩壊対策
事業

大分県 14,000

２号廻栖地区急傾斜地崩壊対
策事業

大分県 14,250

田原地区急傾斜地崩壊対策事
業

大分県 15,750

芝尾地区急傾斜地崩壊対策事
業

大分県 6,750

上宮本南地区急傾斜地崩壊対
策事業

大分県 18,000

津久見浦地区急傾斜地崩壊対
策事業

大分県 24,750

徳浦宮町地区急傾斜地崩壊対
策事業

大分県 20,250

双葉南地区急傾斜地崩壊対策
事業

大分県 4,000

徳浦本町地区急傾斜地崩壊対
策事業

大分県 10,450

白潟地区急傾斜地崩壊対策事
業

大分県 4,500

岸河内地区急傾斜地崩壊対策
事業

大分県 18,000

日向泊地区急傾斜地崩壊対策
事業

大分県 11,250

２号荒網代浦地区急傾斜地崩
壊対策事業

大分県 9,000

宮ノ下地区急傾斜地崩壊対策
事業

大分県 11,700

佐土原地区急傾斜地崩壊対策
事業

大分県 9,000

河内地区急傾斜地崩壊対策事
業

大分県 11,250

波越２号地区急傾斜地崩壊対
策事業

大分県 13,500

高月地区急傾斜地崩壊対策事
業

大分県 11,000

須留木地区急傾斜地崩壊対策
事業

大分県 15,750

上ノ地地区急傾斜地崩壊対策
事業

大分県 4,750

脇１号地区急傾斜地崩壊対策
事業

大分県 6,750

近地地区急傾斜地崩壊対策事
業

大分県 17,575

高畑２地区急傾斜地崩壊対策
事業

大分県 17,100

次倉中央地区急傾斜地崩壊対
策事業

大分県 6,750

渡瀬地区急傾斜地崩壊対策事
業

大分県 6,000

七里地区急傾斜地崩壊対策事
業

大分県 6,750

土砂災害に強い県土づくりの推進（防災・安全）
2期



下の園地区急傾斜地崩壊対策
事業

大分県 12,150

井の尻２地区急傾斜地崩壊対
策事業

大分県 12,150

西２地区急傾斜地崩壊対策事
業

大分県 15,750

朝日地区急傾斜地崩壊対策事
業

大分県 16,000

法恩寺地区急傾斜地崩壊対策
事業

大分県 16,000

森ノ本地区急傾斜地崩壊対策
事業

大分県 18,000

屋敷地区急傾斜地崩壊対策事
業

大分県 6,000

平田中村地区急傾斜地崩壊対
策事業

大分県 2,400

深耶馬地区急傾斜地崩壊対策
事業

大分県 38,000

道の上地区急傾斜地崩壊対策
事業

大分県 13,500

日岳地区急傾斜地崩壊対策事
業

大分県 2,250

筑後川圏域総合流域防災事業
（砂防事業等）

大分県 17,500

大分川圏域総合流域防災事業
（情報基盤）

大分県 40,000

大分川圏域総合流域防災事業
（長寿命化）

大分県 159,750

大分川圏域総合流域防災事業
（基礎調査）

大分県 117,000

- 計 1,647,751

2,680,500

土砂災害に強い県土づくりの推進（防災・安全）
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（海岸事業（河川））

大分県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

海岸堤防等老朽化対策緊急
事業

大分県 55,000

－ 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）

県民の命と暮らしを守る社会資本整備と
老朽化対策の推進（重点計画）

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）

大分県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

大分市　全処理区　管渠等
地震対策

大分市 37,500

大分市　全処理区　処理場
地震対策

大分市 14,500

大分市　大在処理区　ポンプ
場　地震対策

大分市 16,000

大分市　大在処理区　処理
場　地震対策

大分市 81,000

大分市　中央処理区　ポンプ
場　地震対策

大分市 50,000

大分市　中央処理区　処理
場　地震対策

大分市 170,500

- 計 369,500
大分市　東部処理区　ポンプ
場　流域治水対策

大分市 215,000

大分市　東部処理区　管渠
等　流域治水対策

大分市 12,500

- 計 227,500
別府市　別府処理区　ポンプ
場　地震対策

別府市 14,850

別府市　別府処理区　処理
場　地震対策

別府市 32,375

中津市　中津処理区　処理
場　地震対策

中津市 27,500

日田市　日田処理区　管渠
等　地震対策

日田市 7,500

日田市　日田処理区　処理
場　地震対策

日田市 33,500

豊後高田市　高田処理区
処理場　地震対策

豊後高田市 11,000

国東市　国東処理区　管渠
等　地震対策

国東市 9,800

- 計 136,525
中津市　北部第３排水区　ポ
ンプ場　流域治水対策

中津市 100,000

日田市　日田排水区　管渠
等　流域治水対策

日田市 57,800

臼杵市　丸尾川排水区　管
渠等　流域治水対策

臼杵市 16,500

臼杵市　門前排水区　管渠
等　流域治水対策

臼杵市 3,500

- 計 177,800

911,325

※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）

おおいたの下水道の防災力向上

おおいたの下水道の防災力向上（防災・
安全）（重点計画）

おんせん県おおいたの下水道　第２期防
災安全対策（防災・安全）

おんせん県おおいたの下水道　第２期雨
水・地震津波対策(防災・安全）（重点計
画）

合計



大分県 （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 大分市 83,000
- 計 83,000

83,000

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）

社会資本整備総合交付金（下水道事業）

おおいたのきれいな水環境の形成（重点
計画）

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


