
滋 賀 県

水管理・国土保全局



令和３年度当初予算　河川事業（直轄・滋賀県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

淀川 瀬田川 一般河川改修事業 286　 大津市
おおつし

淀川 野洲川 一般河川改修事業 184　 野洲市
やすし

、栗東市
りっとうし

淀川 瀬田川 河川工作物関連応急対策事業 21　 大津市
おおつし

淀川 総合水系環境整備事業 628　

≪滋賀県
しがけん

≫守山市
もりやまし

、野洲市
やすし

、栗東市
りっとうし

≪京都府
きょうとふ

≫京都市
きょうとし

、城陽市
じょうようし

、京田辺市
きょうたなべし

、井手町
いでちょう

、

　　　　　　 　木津川市
きづがわし

、精華町
せいかちょう

、和束町
わづかちょう

≪大阪府
おおさかふ

≫大阪市
おおさかし

、池田市
いけだし

、豊中市
とよなかし

、守口
もりぐち

市
し

、高槻市
たかつきし

、

　　　　　　 　寝屋川市
ねやがわし

、枚方市
ひらかたし

≪兵庫県
ひょうごけん

≫川西市
かわにしし

、伊丹市
いたみし

、尼崎市
あまがさきし

≪三重県
みえけん

≫名張市
なばりし

（※）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・滋賀県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

淀川 青井川 大規模特定河川事業 150　 高島市
た か し ま し

淀川 余呉川 大規模特定河川事業 216　 長浜市
な が は ま し

淀川 姉川、高時川 大規模特定河川事業 400　 長浜市
な が は ま し

淀川 日野川 大規模特定河川事業 50　 近江八幡市
お う み は ち ま ん し

淀川 山賀川 大規模特定河川事業 120　 守山市
も り や ま し



滋賀県

　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 淀川大戸川ダム 1,500 1,715

水資源開発事業 淀川丹生ダム 405 530

（注）淀川丹生ダムは、ダム事業の検証を行い、平成２８年７月に中止の対応方針を決定しているが、事業廃止に伴い追加的に必要となる工事に係る費用を計上している。



砂防
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

大規模更新 よどがわ おおとみがわ・いたなこがわ まいばらし

砂防等事業 淀川 大富川・板名古川 米原市 堰堤改良工 33

事業間連携 よどがわ えのきがわしりゅう こなんし しょうふくじ

砂防等事業 淀川 榎川支流 湖南市 正福寺 砂防堰堤工 30
よどがわ なかてがわ こうかし しがらきちょうおがわ

淀川 中手川 甲賀市 信楽町小川 砂防堰堤工 22
よどがわ しみずだに ひがしおうみし えいげんじあいだにちょう

淀川 清水谷 東近江市 永源寺相谷町 砂防堰堤工 18
よどがわ みねあげたにがわ ながはまし かじやちょう

淀川 嶺上谷川 長浜市 鍛冶屋町 砂防堰堤工 46
よどがわ はただに たかしまし くつきとちゅう

淀川 畑谷 高島市 朽木栃生 砂防堰堤工 20
よどがわ つぼたにがわ ながはまし とくやまちょう

淀川 坪谷川 長浜市 徳山町 砂防堰堤工 53

小計 ６箇所 188

７箇所 221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（滋賀県　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 すがうらちく ながはまし にしあざいちょうすがうら

砂防等事業 菅浦地区 長浜市 西浅井町菅浦 崩壊土砂防止柵工 38

事業間連携 かわない いぬかみぐん たがちょう かわない

砂防等事業 川相 犬上郡 多賀町 川相 待受式擁壁工 24
おじがはたに いぬかみぐん たがちょう おじがはた

大君ケ畑２ 犬上郡 多賀町 大君ケ畑 待受式擁壁工 71

小計 ２箇所 95

３箇所 133
※急傾斜の事業費は補助基本額である

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（滋賀県　2/2）

事業区分 水系名 箇所名 所在地

合計



令和３年度予算　地方創生整備推進交付金 滋賀県

【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

甲賀市 228,232 114,116

滋賀県　計 228,232 114,116
※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）

滋賀県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

淀川水系犬上川広域河川改修
事業

10,000

淀川水系愛知川広域河川改修
事業

10,000

淀川水系田川広域河川改修事
業

5,000

淀川水系真野川広域河川改修
事業

25,000

東近江・湖東・湖北・湖西圏域総
合流域防災事業

5,000

甲賀・湖南圏域総合流域防災事
業

15,000

大津・信楽圏域総合流域防災事
業

25,000

水防訓練、広報、啓発活動 1,000
水害に強い地域づくり 3,000

- 計 99,000

淀川水系鴨川広域河川改修事
業

5,000

淀川水系金勝川広域河川改修
事業

20,000

淀川水系長命寺川広域河川改
修事業

100,000

淀川水系葉山川広域河川改修
事業

115,000

淀川水系日野川広域河川改修
事業

200,000

淀川水系守山川広域河川改修
事業

10,000

淀川水系野洲川広域河川改修
事業

90,000

淀川水系八日市新川広域河川
改修事業

172,000

東近江・湖東・湖北・湖西圏域総
合流域防災事業

48,000

石田川ダム堰堤改良事業 6,800
宇曽川ダム堰堤改良事業 11,700

東近江・湖東・湖北・湖
西圏域総合流域防災事業

20,500

管理ダム再生計画策定事業 30,000

- 計 829,000

928,000

※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）

滋賀県における総合的治水対策の推進（防災・
安全）

滋賀県

滋賀県における集中的な総合的治水対策の推
進（防災・安全）（重点）

滋賀県

合計



社会資本整備総合交付金（河川事業）

滋賀県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

東近江・湖東・湖北・湖西圏域総
合流域防災事業

61,000

甲賀・湖南圏域総合流域防災事
業

31,000

- 計 92,000
統合河川環境整備事業 滋賀県 41,000

- 計 41,000

133,000

※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）

琵琶湖流域における河川環境の保全・再生対策の推進
滋賀県

琵琶湖流域における河川環境の保全・再生対策の推進
（重点）

合計



滋賀県 （国費：千円）

計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

滝川通常砂防事業 22,500

シャカ谷通常砂防事業 10,000

盛越川支流通常砂防事業 15,000

際川支流通常砂防事業 10,000

熊野川通常砂防事業 7,500

東南寺川支流２通常砂防事業 2,500

木戸川通常砂防事業 15,750

モヘ谷通常砂防事業 5,000

信楽川支流通常砂防事業 5,000

久保川支流通常砂防事業 13,000

堂川通常砂防事業 15,000

丹生川通常砂防事業 19,500

勝山谷川通常砂防事業 15,000

八田部通常砂防事業 7,500

溝谷川通常砂防事業 60,000

西谷通常砂防事業 10,000

安曇川支流通常砂防事業 2,500

中ノ池川支流砂防事業（総流防） 26,500

笹路川支流砂防事業（総流防） 3,000

アコ谷砂防事業（総流防） 25,000

大津・信楽圏域長寿命化事業（砂防） 2,500

甲賀・湖南圏域長寿命化事業（砂防） 5,000

東近江・湖東・湖北・湖西圏域長寿命化事業（砂防） 15,000

さくらが丘地区急傾斜地崩壊対策事業 2,850

葛川坊村１地区急傾斜地崩壊対策事業 2,375

葛川坊村２地区急傾斜地崩壊対策事業 2,375

山中地区急傾斜地崩壊対策事業 2,250

杉野地区急傾斜地崩壊対策事業 5,700

大津・信楽圏域長寿命化事業（急傾斜） 1,500

甲賀・湖南圏域長寿命化事業（急傾斜） 1,500

東近江・湖東・湖北・湖西圏域長寿命化事業（急傾
斜）

9,125

大津・信楽圏域長寿命化事業（地すべり） 2,500

甲賀・湖南圏域長寿命化事業（地すべり） 1,250

東近江・湖東・湖北・湖西圏域長寿命化事業（地す
べり）

1,250

345,425

北谷川通常砂防事業 10,250

おぼろ池川支流通常砂防事業 2,500

滋賀県における土砂災害対
策の推進（防災・安全）

滋賀県

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

滋賀県における土砂災害対
策の推進（防災・安全）（重
点）

滋賀県



穴太川通常砂防事業 12,500

知内川支流通常砂防事業 15,000

禅寺谷通常砂防事業 2,500

出山川通常砂防事業 11,500

上所谷通常砂防事業 2,500

和田打川支流２通常砂防事業 7,200

鳴谷川支流通常砂防事業 5,000

滝谷川支流通常砂防事業 7,500

西山川通常砂防事業 15,000

植谷通常砂防事業 5,000

正谷川通常砂防事業 14,000

千手川通常砂防事業 15,000

百瀬川通常砂防事業 10,000

大津・信楽圏域砂防事業 56,500

甲賀・湖南圏域砂防事業 11,500

東近江・湖東・湖北・湖西圏域砂防事業 63,500

若葉台2地区急傾斜地崩壊対策事業 4,750

若葉台3地区急傾斜地崩壊対策事業 16,200

町居地区急傾斜地崩壊対策事業 475

上田上桐生地区急傾斜地崩壊対策事業 9,900

沖島地区急傾斜地崩壊対策事業 2,250

寺師地区急傾斜地崩壊対策事業 47,500

下丹生地区急傾斜地崩壊対策事業 40,500

下丹生２地区急傾斜地崩壊対策事業 2,250

梅ヶ原地区急傾斜地崩壊対策事業 4,050

正法寺地区急傾斜地崩壊対策事業 28,500

久徳地区急傾斜地崩壊対策事業 33,250

大津・信楽圏域急傾斜事業 400

甲賀・湖南圏域急傾斜事業 1,350

東近江・湖東・湖北・湖西圏域急傾斜事業 28,250

486,575

総合流域防災事業（基礎調査） 滋賀県 20,000

20,000

852,000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

滋賀県における土砂災害防
止法に基づく基礎調査の推
進（防災・安全）

滋賀県における土砂災害対
策の推進（防災・安全）

滋賀県

小計

小計



防災・安全交付金（下水道事業）

滋賀県 （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 滋賀県 2,626,332
- 計 2,626,332

下水道施設の整備 大津市 264,847

- 計 264,847

下水道施設の整備 長浜市 34,000
- 計 34,000

下水道施設の整備 長浜市 10,000
- 計 10,000

下水道施設の整備 近江八幡市 17,800
- 計 17,800

下水道施設の整備 草津市 95,500
- 計 95,500

下水道施設の整備 草津市 51,600
- 計 51,600

下水道施設の整備 守山市 55,940

- 計 55,940

下水道施設の整備 守山市 2,370

- 計 2,370

下水道施設の整備 栗東市 89,725
- 計 89,725

下水道施設の整備 甲賀市 154,562
- 計 154,562

下水道施設の整備 野洲市 7,500

- 計 7,500

下水道施設の整備 湖南市 40,000
- 計 40,000

下水道施設の整備 高島市 4,000
- 計 4,000

下水道施設の整備 米原市 60,000
- 計 60,000

下水道施設の整備 日野町 51,000
- 計 51,000

下水道施設の整備 愛荘町 4,000
- 計 4,000

下水道施設の整備 豊郷町 15,000
- 計 15,000

下水道施設の整備 甲良町 7,000

- 計 7,000

3,591,176

甲賀市における良好な水環境の形成、市街地
の浸水対策の実現（防災・安全）（その２）

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）

持続可能な下水道事業の推進（防災・安全）
（その２）

大津市公共下水道事業－大津市における下水
道施設の耐震化、改築更新と市街地の浸水対
策(防災・安全)

長浜市における下水道施設の改築更新（防災・
安全）

長浜市における市街地の浸水対策の推進（防
災・安全）（重点計画）

近江八幡市における下水道普及地域の長寿命
化（防災・安全）

草津市域における総合的な減災対策の推進
（防災・安全）（重点計画）(その２)

草津市における総合的な減災対策の推進（防
災・安全）

守山市における下水道の地震対策とポンプ施
設の延命化対策および浸水対策の推進（その
３）（防災・安全）

守山市における下水道の耐震化とポンプ施設
の耐水化の推進（その３）（防災・安全）（重点計
画）

栗東市における良好な水環境の形成、市街地
の浸水対策（その3）（防災・安全）

豊郷町における安全・安心快適な生活環境の
            まちづくり（防災・安全）（その２）

甲良町における総合的な防災・安全対策の推
進（防災・安全）（その２）

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

野洲市中心市街地における流域一体となった
総合的な浸水対策の推進、生活環境の改善と
安全・安心の確保、災害に強いまちづくり（その
３）（防災・安全）

湖南市における良好な水環境の形成・総合的
な浸水対策の推進（その３）（防災・安全）

高島市における良好な水環境の形成、総合的
な浸水対策の推進（防災・安全）

米原市における良好な水環境の形成、総合的
な浸水対策の推進（防災・安全）（その２）

日野町における浸水対策の推進（防災・安全）
（重点計画）

愛荘町における良好な水環境の形成（防災・安
全）



社会資本整備総合交付金（下水道事業）

滋賀県 （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 滋賀県 1,899,915
- 計 1,899,915

下水道施設の整備 大津市 50,200
- 計 50,200

下水道施設の整備 彦根市 410,000
- 計 410,000

下水道施設の整備 長浜市 328,000
- 計 328,000

下水道施設の整備 長浜市 10,000
- 計 10,000

下水道施設の整備 草津市 80,800
- 計 80,800

下水道施設の整備 守山市 72,230
- 計 72,230

下水道施設の整備 守山市 35,930
- 計 35,930

下水道施設の整備 栗東市 7,000
- 計 7,000

下水道施設の整備 甲賀市 4,400
- 計 4,400

下水道施設の整備 湖南市 163,000
- 計 163,000

下水道施設の整備 高島市 47,550
- 計 47,550

下水道施設の整備 東近江市 161,900
- 計 161,900

下水道施設の整備 米原市 15,000
- 計 15,000

下水道施設の整備 日野町 99,000
- 計 99,000

下水道施設の整備 竜王町 2,000
- 計 2,000

下水道施設の整備 愛荘町 2,000
- 計 2,000

下水道施設の整備 多賀町 8,900
- 計 8,900

3,397,825

湖南市における良好な水環境の形成（その３）

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）

次世代の下水道整備の推進（その３）

大津市公共下水道事業－湖都大津の良好な
水環境の形成(第三期)

彦根市における良好な水環境の形成と市街地
の浸水対策の実現に向けて（その３）

長浜市における公共下水道への接続事業の
推進（重点計画）

長浜市における下水道事業の推進

草津市における快適で良好な環境の実現

守山市における下水道接続の推進（その３）
（重点計画）

守山市における下水道接続の推進（その３）

栗東市における良好な水環境の形成

甲賀市における良好な水環境の形成

多賀町における良好な水環境の形成（その２）

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

高島市における良好な水環境の形成（その３）

東近江市における良好な水環境の形成（その
３）

米原市における良好な水環境の形成

日野町における良好な水環境の形成

竜王町における良好な水環境の形成（その２）

愛荘町における良好な水環境の形成（その3）


