
福 井 県

水管理・国土保全局



令和３年度当初予算　河川事業（直轄・福井県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

北川 北川 一般河川改修事業 220　 小浜市
お ば ま し

九頭竜川 九頭竜川 一般河川改修事業 948　 福井市
ふ く い し

九頭竜川 九頭竜川 河川都市基盤整備事業 452　 坂井市
さ か い し

、福井市
ふ く い し

九頭竜川 総合水系環境整備事業 111　 坂井市
さ か い し

、福井市
ふ く い し

、永平寺町
えいへいじちょう

（※）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３年度当初予算　河川事業（補助・福井県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

九頭竜川 底喰川 大規模特定河川事業 162　 福井市
ふ く い し

九頭竜川 大蓮寺川 大規模特定河川事業 950　 勝山市
か つ や ま し

九頭竜川 江端川 大規模更新河川事業 102　 福井市
ふ く い し

九頭竜川 和田川 大規模更新河川事業 44　 越前町
えちぜんちょう

、鯖江市
さ ば え し



福井県

　直轄ダム事業
（単位：百万円）

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備考

以下の金額は工事諸費等を含めたもの

河川総合開発事業 九頭竜川足羽川ダム 11,012 11,469

九頭竜川九頭竜川上流ダム再生 130 147



福井県

　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。

( 1,644)

河川整備事業費 1,644 

　治水ダム等建設事業費補助

( 1,644)

　　建設工事 1,644 

( 1,644)

吉野瀬川ダム 1,644 

事項 ダム名 備　　　　考



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

くずりゅうかわ まながわ おおくもだにかわ おおくもだにだいさんさぼうえんてい おおのし なかじま

福井河川国道 砂防 九頭竜川 真名川 大雲谷川 大雲谷第三砂防堰堤 大野市 中島 砂防堰堤工 110
くずりゅうがわ まながわ ほそがたにかわ ほそがだにかわさぼうえんてい おおのし かみささまた

九頭竜川 真名川 細ヶ谷川 細ヶ谷川砂防堰堤 大野市 上笹又 砂防堰堤工 167

合計 2 箇所 277

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（福井県　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）

大規模特定 そのた ほりかわ みかたかみなかぐん わかさちょう おがわ

砂防等事業 その他 堀川 三方上中郡 若狭町 小川 砂防堰堤工 60
くずりゅうがわ たのたにかわ ふくいし たのたにちょう

九頭竜川 田ノ谷川 福井市 田ノ谷町 砂防堰堤工 120

小計 2箇所 180

大規模更新 くずりゅうがわ みなみこうちがわ よしだぐん えいへいじちょう くりすなみ

砂防等事業 九頭竜川 南河内川 吉田郡 永平寺町 栗住波 堰堤改良工 25
くずりゅうがわ くまさかがわ、きよたきかわ あわらし くまさか、きよたき

九頭竜川 熊坂川、清滝川 あわら市 熊坂、清滝 砂防堰堤工 25

小計 2箇所 50

事業間連携 くずりゅうがわ びしゃかわ さばえし おばなちょう

砂防等事業 九頭竜川 毘紗川 鯖江市 尾花町 砂防堰堤工 5
きたがわ あきやたにがわ みかたかみなかぐん わかさちょう いのくち

北川 秋夜谷川 三方上中郡 若狭町 井ノ口 砂防堰堤工 33
みなみがわ いねたにかわ おばまし 　 ひがしあいおい

南川 井根谷川 小浜市 　 東相生 砂防堰堤工 10
みなみがわ さかいがたにかわ おばまし 　 ひがしあいおい

南川 境ケ谷川 小浜市 　 東相生 砂防堰堤工 44

小計 4箇所 92

8箇所 322合計

令和３年度　当初予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（福井県　1/2）

事業区分 水系名 渓流名 所在地



急傾斜
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

大規模更新 そのた よしざきちく あわらし よしざき

砂防等事業 その他 吉崎地区 あわら市 吉崎 アンカー工 118
そのた こめがわきちく さかいし みくにちょうこめがわき

その他 米ケ脇地区 坂井市 三国町米ケ脇 法面工 46

２箇所 163
※急傾斜の事業費は補助基本額である

合計

令和３年度　当初予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（福井県　2/2）

事業区分 水系名 箇所名 所在地



令和３年度当初予算　下水道事業

都道府県名：福井県 （単位：千円）

加茂河原ポンプ場大規模雨水処理施
設整備事業

福井市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

3,045,000 1,522,500

計 3,045,000 1,522,500

事業名 事業主体 事業種別 事業費 国費



令和３年度予算　地方創生整備推進交付金 福井県

【地方創生汚水処理施設整備推進交付金（公共下水道分）】

（単位：千円）

箇所名 事　業　費 国　　費

福井県、勝山市 33,000 16,000

福井県　計 33,000 16,000
※事業費欄は補助対象事業費であり、参考値である。



防災・安全交付金（河川事業）

福井県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

九頭竜川水系天王川広域河川
改修事業

27,000

笙の川水系笙の川広域河川改
修事業

57,000

九頭竜川水系江端川広域河川
改修事業

6,000

北川水系江古川土地利用一体
型水防災事業

23,000

九頭竜川水系荒川流域治水対
策河川事業

5,000

九頭竜川水系一乗谷川流域治
水対策河川事業

7,000

九頭竜川水系底喰川流域貯留
浸透事業

17,000

九頭竜川本川圏域総合流域防
災事業（七瀬川他４河川）

55,000

嶺南圏域総合流域防災事業（三
方五湖他３河川）

120,000

日野川圏域総合流域防災事業
（足羽川他６河川、情報基盤）

55,000

ハザードマップ作成事業（福井
市,勝山市,坂井市,池田町,南越
前町）

福井市,勝山市,坂
井市,池田町,南越
前町

19,000

- 計 391,000

九頭竜川水系竹田川広域河川
改修事業

50,000

九頭竜川水系吉野瀬川広域河
川改修事業

77,000

荒川特定構造物改築事業（荒川
第二排水機場）

27,000

狐川特定構造物改修事業（狐川
排水機場）

16,000

日野川圏域総合流域防災事業
（底喰川）

3,000

笹生川ダム堰堤改良事業 20,100
ダム再生計画策定事業 7,900

- 計 201,000

592,000

※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３年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

福井県全地域における総合的な浸水対策等の
推進（防災・安全）

福井県

福井県全地域における総合的な浸水対策等の
推進（防災・安全）緊急対策

福井県

合計



福井県 （国費：千円）

計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

上山北川通常砂防事業 14,500

横谷川通常砂防事業 4,000

ホシヨノ奥川通常砂防事業 5,000

猪木谷川通常砂防事業 12,000

一木谷川通常砂防事業 10,000

九頭竜川本川圏域緊急改築事業（西荒井地区） 4,050

49,550

永平寺川支川通常砂防事業 17,470

徳蔵坊谷川（代谷川）通常砂防事業 10,000

奥出川（大谷川支川）通常砂防事業 5,000

上谷川通常砂防事業 10,000

大原谷川通常砂防事業 11,000

上之垣内川通常砂防事業 11,000

宮ヶ谷川通常砂防事業 3,000

綿襷谷川通常砂防事業 7,500

弥谷川通常砂防事業 10,500

北口川通常砂防事業 15,000

大丹生地区地すべり対策事業 18,500

下天下地区急傾斜地崩壊対策事業 4,500

花堂地区急傾斜地崩壊対策事業 18,050

瓜生地区急傾斜地崩壊対策事業 41,040

昭和町3丁目地区急傾斜地崩壊対策事業 2,850

稲葉地区急傾斜地崩壊対策事業 6,650

西大道地区急傾斜地崩壊対策事業 2,850

西谷地区急傾斜地崩壊対策事業 7,125

効果促進事業（大原谷川） 1,500

効果促進事業（鬼谷川） 60

効果促進事業（上之垣内川） 900

効果促進事業（昭和町3丁目地区） 850

効果促進事業（ハザードマップ） 6,650

効果促進事業（桂奥谷川） 小浜市 500

効果促進事業（南河内川） 永平寺町 500

効果促進事業（赤谷川） 400

効果促進事業（弥谷川） 500

効果促進事業（西大道地区） 500

効果促進事業（小堀川） 500

効果促進事業（西谷地区） 650

福井県

大野市

勝山市

南越前町

おおい町

福井県における総合的な土
砂災害対策の推進（防災・安
全）（重点）

福井県における総合的な土
砂災害対策の推進（防災・安
全）

福井県

令和３年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

防災・安全交付金（砂防事業）

小計



効果促進事業（ホシヨノ奥川） 若狭町 500

216,045

基礎調査 福井県 12,000

12,000

277,595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

福井県における総合的な土
砂災害対策の推進（防災・安
全）

福井県における土砂災害警戒
区域等の指定による土砂災害
対策の推進（防災・安全）

小計

小計



防災・安全交付金（海岸事業（河川））

福井県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

竹波海岸侵食対策事業 福井県 35,000

- 計 35,000

35,000

令和３年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

福井県における総合的な海岸侵食・越波対策、
老朽化対策等の推進（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）

福井県 （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 福井県 327,000
- 計 327,000

下水道施設の整備 福井市 229,000
- 計 229,000

下水道施設の整備 福井市 23,000
- 計 23,000

下水道施設の整備 敦賀市 48,300
- 計 48,300

下水道施設の整備 小浜市 100,400
- 計 100,400

下水道施設の整備 勝山市 109,588
- 計 109,588

下水道施設の整備 勝山市 9,185
- 計 9,185

下水道施設の整備 鯖江市 206,000
- 計 206,000

下水道施設の整備 越前市 75,100
- 計 75,100

下水道施設の整備 永平寺町 12,500
- 計 12,500

下水道施設の整備 池田町 30,500
- 計 30,500

下水道施設の整備 越前町 37,500
- 計 37,500

下水道施設の整備 美浜町 19,250
- 計 19,250

下水道施設の整備 高浜町 8,800
- 計 8,800

下水道施設の整備 おおい町 6,000
- 計 6,000

下水道施設の整備 若狭町 22,000
- 計 22,000

下水道施設の整備
五領川公共下水道
事務組合

94,000

- 計 94,000

1,358,123

池田町下水道事業における効果的整備計画そ
の２（防災・安全）

令和３年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

福井県における循環のみちの実現その３（防
災・安全）

福井市における下水道施設の防災・安全向上
計画その３（防災・安全）

福井市における下水道施設の防災・安全向上
計画その３（防災・安全）（重点計画）

敦賀市「清らかな水環境の再生　第３期」計画
（防災・安全）

「御食国若狭おばま」における良好な水環境形
成、市街地の浸水対策（その３）（防災・安全）

勝山市における快適で安心安全な生活空間の
確保（防災・安全）（重点計画）

勝山市における快適で安心安全な生活空間の
確保（防災・安全）

鯖江市における快適で安全・安心な生活の実
現その３（防災・安全）

越前市における循環のみちの実現（防災・安
全）

永平寺町における下水道施設の的確な更新、
老朽化対策等の推進(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

越前町における快適で安全に住めるまちづくり
（その３）（防災・安全）

美浜町下水道事業における効果的整備計画
（防災・安全）

高浜町における安全安心な生活空間の確保
（その２）（防災・安全）

おおい町における安全で安心なまちづくりその
２（防災・安全）

若狭町下水道事業における効果的整備計画
（防災・安全）

五領川公共下水道における下水道施設の防
災・安全向上計画（防災・安全）



社会資本整備総合交付金（下水道事業）

福井県 （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 福井県 435,000
- 計 435,000

下水道施設の整備 福井市 591,600
- 計 591,600

下水道施設の整備 敦賀市 155,000
- 計 155,000

下水道施設の整備 小浜市 5,000
- 計 5,000

下水道施設の整備 大野市 216,000
- 計 216,000

下水道施設の整備 大野市 14,500
- 計 14,500

下水道施設の整備 鯖江市 20,000
- 計 20,000

下水道施設の整備 あわら市 15,000
- 計 15,000

下水道施設の整備 越前市 235,300
- 計 235,300

下水道施設の整備 坂井市 23,000
- 計 23,000

下水道施設の整備 南越前町 1,045
- 計 1,045

下水道施設の整備 越前町 48,000
- 計 48,000

下水道施設の整備 高浜町 7,500
- 計 7,500

1,766,945

大野市における水の循環の実現（その２）（重
点計画）

令和３年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

福井県における循環のみちの実現（テクノポー
ト福井）その３

福井市の下水道事業による快適な生活環境
創造計画その３

敦賀市「清らかな水環境の再生　第２期」計画
（重点計画）

　「御食国若狭おばま」における良好な水環境
形成（その３）

越前町における循環のみちの実現（その２）

高浜町における循環のみちの実現（その３）

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

大野市における公共下水道施設の防災・安全
向上計画

鯖江市における快適で安全・安心な生活の実
現その３

あわら市における循環のみちの実現その３

越前市における循環のみちの実現（重点計画）

坂井市における循環のみちの実現その３

南越前町における安心・快適な水環境を守る
下水道整備計画（その２）


