
徳 島 県

水管理・国土保全局



令和３年度当初予算　河川事業（直轄・徳島県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

吉野川 吉野川 一般河川改修事業 3,024　 つるぎ町
ちょう

、美馬市
みまし

、東
ひがし

みよし町
ちょう

、松茂町
まつしげちょう

、北島町
きたじまちょう

那賀川 那賀川 一般河川改修事業 992　 阿南市
あなんし

那賀川 那賀川 床上緊急対策特別緊急事業 139　 阿南市
あなんし

吉野川 吉野川 河川都市基盤整備事業 171　 松茂町
まつしげちょう

吉野川 吉野川 河川工作物関連応急対策事業 291　 徳島市
とくしまし

吉野川 総合水系環境整備事業 122　
≪徳島
と く しま

県
けん

≫鳴門市
な る と し

、藍住
あいずみ

町
ちょう

≪高知県
こ う ち けん

≫土佐町
と さ ち ょ う

那賀川 総合水系環境整備事業 83　 阿南市
あなんし

、那賀町
なかちょう

（※）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・徳島県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

吉野川 撫養川 事業間連携河川事業 50　 鳴門市
な る と し

那賀川 那賀川 事業間連携河川事業 250　 阿南市
あ な ん し

、那賀町
な か ち ょ う

日和佐川 日和佐川 事業間連携河川事業 100　 美波町
みなみちょう

吉野川 多々羅川 大規模特定河川事業 100　 徳島市
と く し ま し

那賀川 那賀川 大規模特定河川事業 200　 那賀町
な か ち ょ う

立江川 立江川 大規模特定河川事業 160　 小松島市
こ ま つ し ま し

福井川 福井川 大規模特定河川事業 150　 阿南市
あ な ん し

海部川 善蔵川 大規模特定河川事業 100　 海陽町
かいようちょう

宍喰川 宍喰川 大規模特定河川事業 200　 海陽町
かいようちょう

吉野川 多々羅川 大規模更新河川事業 60　 徳島市
と く し ま し



徳島県

　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 那賀川長安口ダム改造 1,277 1,562

那賀川小見野々ダム再生 419 466



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

よしのがわ いやがわ くまたにがわ くまたにだいよんさぼうえんてい みよしし ひがしいやくまたに

四国山地砂防 砂防 吉野川 祖谷川 熊谷川 熊谷第４砂防堰堤 三好市 東祖谷熊谷 砂防堰堤工 236
よしのがわ いやがわ おちあいだに おちあいだにさしさぼうえんていぐん みよしし ひがしいやおちあい

吉野川 祖谷川 落合谷 落合谷左支砂防堰堤群 三好市 東祖谷落合 砂防堰堤工 5
よしのがわ いやがわ かずらはらだに かずらはらだにさぼうえんてい みよしし ひがしいやくぼ

吉野川 祖谷川 かずら原谷 かずら原谷砂防堰堤 三好市 東祖谷久保 砂防堰堤工 7
よしのがわ いやがわ にじのたきかみたに にじのたきかみたにさぼうえんてい みよしし ひがしいやすげおい

吉野川 祖谷川 虹の瀧上谷 虹の瀧上谷砂防堰堤 三好市 東祖谷菅生 砂防堰堤工 5
よしのがわ いやがわ おもわれだに おもわれだにさぼうえんてい みよしし ひがしいやくぼ

吉野川 祖谷川 おもわれ谷 おもわれ谷砂防堰堤 三好市 東祖谷久保 砂防堰堤工 92
よしのがわ いやがわ どうのたに どうのたにだいにさぼうえんてい みよしし にしいややまむらいちう

吉野川 祖谷川 堂の谷 堂の谷第２砂防堰堤 三好市 西祖谷山村一宇 砂防堰堤工 222
よしのがわ いやがわ やなぎだに やなぎだにさぼうえんてい みよしし いけだちょうおおり

吉野川 祖谷川 ヤナギ谷 ヤナギ谷砂防堰堤 三好市 池田町大利 砂防堰堤工 216
よしのがわ いやがわ みつじだに みつじだにさぼうえんてい みよしし いけだちょうまつお

吉野川 祖谷川 三次谷 三次谷砂防堰堤 三好市 池田町松尾 砂防堰堤工 5
よしのがわ いやがわ なかずだにしりゅう なかずだにさぼうえんてい みよしし いけだちょうかわさき

吉野川 祖谷川 ナカズ谷支流 ナカズ谷砂防堰堤 三好市 池田町川崎 砂防堰堤工 5

合計 9 箇所 793

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（徳島県　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



令和３年度　　直轄地すべり対策事業箇所別調書（徳島県 １/１）
事務所名 事業区分 地区名 工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

ぜんとく みよしし にしいややまむらぜんとく

四国山地砂防 善徳 三好市 西祖谷山村善徳 集水井工 283

１箇所 283合計

所在地

地すべり対策



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 よしのがわ たかもりひがしだに みょうどうぐん さなごうちそん なかへん

砂防等事業 吉野川 高森東谷 名東郡 佐那河内村 中辺 砂防堰堤工 50
かつうらがわ まえやまだに かつうらぐん かつうらちょう なかつのとよた

勝浦川 前山谷 勝浦郡 勝浦町 中角豊田 砂防堰堤工 50
そのた とりがまるたに なるとし きたなだちょうとりがまる

その他 鳥ケ丸谷 鳴門市 北灘町鳥ケ丸 砂防堰堤工 50
よしのがわ いもばだに あわし あわちょういもば

吉野川 芋場谷 阿波市 阿波町芋場 砂防堰堤工 10
そのた しおたにさんごうたに あなんし たちばなちょうしおたにやま

その他 汐谷３号谷 阿南市 橘町汐谷山 砂防堰堤工 50
よしのがわ たにぐちきょくだに みまし こやだいらたにぐち

吉野川 谷口局谷 美馬市 木屋平谷口 砂防堰堤工 50
よしのがわ すいじんだに みまぐん つるぎちょう さだみつおおたにし

吉野川 水神谷 美馬郡 つるぎ町 貞光太田西 砂防堰堤工 50
なかがわ まつのきだに なかぐん なかちょう なるせ

那賀川 松ノ木谷 那賀郡 那賀町 成瀬 砂防堰堤工 50

8箇所 360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（徳島県　1/3）

事業区分 水系名 渓流名 所在地



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 よしのがわ なると みまし あなぶきちょうあなぶきにしなると

砂防等事業 吉野川 成戸 美馬市 穴吹町穴吹西成戸 横ボーリング工 30
よしのがわ かわせ みまし あなぶきちょうふるみやかわせ

吉野川 川瀬 美馬市 穴吹町古宮川瀬 横ボーリング工 30
よしのがわ たにぐちかげ みまし こやだいらたにぐちかけ

吉野川 谷口カゲ 美馬市 木屋平谷口カケ アンカー工 45
よしのがわ かつらぎ みまぐん つるぎちょう はんだかつらぎ

吉野川 葛城 美馬郡 つるぎ町 半田葛城 横ボーリング工 35
よしのがわ にしぼうじ みよしし いけだちょうおおり

吉野川 西傍示 三好市 池田町大利 横ボーリング工 40
よしのがわ ふき みよしし いかわちょういうちひがし

吉野川 吹 三好市 井川町井内東 横ボーリング工 40
よしのがわ にしのうら みよしし いかわちょういうちにし

吉野川 西浦 三好市 井川町井内西 横ボーリング工 40
よしのがわ くわうち みよしし やましろちょうみつかね

吉野川 桑内 三好市 山城町光兼 横ボーリング工 35
よしのがわ みつかね みよしし やましろちょうみつかね

吉野川 光兼 三好市 山城町光兼 横ボーリング工 30
よしのがわ あわやま みよしし やましろちょうあわやま

吉野川 粟山 三好市 山城町粟山 アンカー工 100
よしのがわ しばかわ みよしし やましろちょうしばかわ

吉野川 柴川 三好市 山城町柴川 横ボーリング工 50
よしのがわ かきのお みよしし やましろちょうかみみょう

吉野川 柿の尾 三好市 山城町上名 横ボーリング工 35
よしのがわ のぶまさ みよしし やましろちょうのぶまさ

吉野川 信正 三好市 山城町信正 横ボーリング工 35
よしのがわ ぶっし みよしし やましろちょうぶっし

吉野川 仏子 三好市 山城町仏子 アンカー工 80
よしのがわ きょうじょう みよしし ひがしいやきょうじょう

吉野川 京上 三好市 東祖谷京上 横ボーリング工 30

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（徳島県　2/3）

事業区分 水系名 箇所名 所在地



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 よしのがわ くぼ みよしし ひがしいやくぼ

砂防等事業 吉野川 久保 三好市 東祖谷久保 横ボーリング工 45
よしのがわ あるせ みよしし にしいややまむらあるせ

吉野川 有瀬 三好市 西祖谷山村有瀬 集水井工 70
よしのがわ なかお みよしし にしいややまむらなかお

吉野川 中尾 三好市 西祖谷山村中尾 横ボーリング工 30
よしのがわ みょうじ みよしし にしいややまむらみょうじ

吉野川 冥地 三好市 西祖谷山村冥地 横ボーリング工 30

19箇所 830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（徳島県　3/3）

事業区分 水系名 箇所名 所在地



防災・安全交付金（河川事業）

徳島県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

西大堀川広域河川改修事業 10,000

紀伊水道地区 勝浦川 地震・高
潮対策河川事業

25,000

紀伊水道地区 福井川 地震・高
潮対策河川事業

25,000

紀伊水道地区 日和佐川 地震・
高潮対策河川事業

10,000

紀伊水道地区 新堀川 地震・高
潮対策河川事業

10,000

特定構造物改築事業（延命化措
置）（新町川）

40,000

特定構造物改築事業（延命化措
置）（岩谷川）

10,000

特定構造物改築事業（延命化措
置）（新池川）

4,000

特定構造物改築事業（延命化措
置）（冷田川）

3,000

特定構造物改築事業（延命化措
置）（蛭地川）

3,000

特定構造物改築事業（延命化措
置）（多々羅川）

2,000

特定構造物改築事業（延命化措
置）（立江川）

2,000

特定構造物改築事業（延命化措
置）（田野川）

2,000

特定構造物改築事業（延命化措
置）（善蔵川）

27,000

特定構造物改築事業（延命化措
置）（出島川）

2,000

特定構造物改築事業（延命化措
置）（大谷川）

2,000

特定構造物改築事業（延命化措
置）（打樋川）

6,000

特定構造物改築事業（延命化措
置）（太田川）

2,000

特定構造物改築事業（延命化措
置）（苅屋川）

2,000

特定構造物改築事業（延命化措
置）（芝生川）

2,000

特定構造物改築事業（延命化措
置）（新堀川）

2,000

特定構造物改築事業（延命化措
置）（豊ノ本川）

2,000

吉野川圏域総合流域防災事業 5,000

樋門・陸閘の点検・講習会実施 5,000

中小河川における水害リスク情
報の作成等

20,000

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）

県土の水害に備えた基盤整備の推進（防災・安
全）

徳島県



吉野川圏域総合流域防災事業
（洪水氾濫域減災対策事業）

つるぎ町 10,000

 ハザードマップの作成 美馬市 2,000
- 計 235,000

那賀川広域河川改修事業 10,000

岡川広域河川改修事業 10,000
園瀬川広域河川改修事業 10,000
飯尾川広域河川改修事業 10,000
海部圏域総合流域防災事業 55,000
吉野川圏域総合流域防災事業 35,000
那賀川圏域総合流域防災事業 10,000
宮川内ダム堰堤改良事業 13,400
福井ダム堰堤改良事業 3,200
正木ダム堰堤改良事業 4,400

- 計 161,000

396,000

県土の水害に備えた基盤整備の推進（防災・安
全）

大規模地震・津波、頻発・激甚化する水害を迎
え撃つ強くしなやかな「戦略的河川・海岸施設
総合整備」の推進（防災・安全）緊急対策

徳島県

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



社会資本整備総合交付金（河川事業）

徳島県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

新町川圏域総合流域防災事業 徳島県 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）

未来へつなぐ良好な河川環境づくりの推進（重点）

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



徳島県 （国費：千円）

計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

池ノ内谷通常砂防事業 25,000

オモ谷通常砂防事業 15,000

政友谷通常砂防事業 15,000

南町（２）急傾斜地崩壊対策事業 7,125

天神前急傾斜地崩壊対策事業 8,075

川ヨリ西急傾斜地崩壊対策事業 7,125

山下急傾斜地崩壊対策事業 7,125

西山（２）急傾斜地崩壊対策事業 2,250

西崎西急傾斜地崩壊対策事業 6,750

吉野川圏域総合流域防災事業 170,300

那賀川圏域総合流域防災事業 33,000

296,750

東谷川通常砂防事業 17,500

広瀬北谷通常砂防事業 17,500

東山路谷常砂防事業 15,500

引地谷川通常砂防事業 17,500

張地すべり対策事業 10,000

大内地すべり対策事業 10,000

穴吹猿飼地すべり対策事業 7,500

首野地すべり対策事業 5,000

猿飼地すべり対策事業 10,000

釣井地すべり対策事業 5,000

脇地すべり対策事業 10,000

白川地すべり対策事業 12,500

山城長谷地すべり対策事業 12,500

九鬼地すべり対策事業 7,500

大藤地すべり対策事業 10,000

樫渕急傾斜地崩壊対策事業 15,750

宮内（１）急傾斜地崩壊対策事業 6,750

宮内（２）急傾斜地崩壊対策事業 6,750

吉野川圏域総合流域防災事業 30,000

那賀川圏域総合流域防災事業 12,500

那賀川圏域総合流域防災事業 14,000

海部圏域総合流域防災事業 7,500

土砂災害啓発促進事業 7,000

美馬市　土砂災害啓発促進事業 美馬市 2,000

270,250

総合的な土砂災害対策の推
進（防災・安全）（重点）

徳島県

総合的な土砂災害対策の推
進（防災・安全）

徳島県

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

小計



吉野川圏域総合流域防災事業 8,000

那賀川圏域総合流域防災事業 1,000

海部圏域総合流域防災事業 1,000

10,000

577,000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

「新・命を守る」土砂災害対
策の推進（防災・安全）

徳島県

小計



防災・安全交付金（海岸事業（河川））

徳島県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

海部灘沿岸津波高潮危機管理
対策緊急事業

徳島県 40,000

徳島県沿岸海岸堤防等老朽化
対策緊急事業

徳島県 75,000

計 115,000
今津坂野海岸侵食対策事業 徳島県 105,000

- 計 105,000

220,000

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）

大規模地震・津波、頻発・激甚化する水害を迎
え撃つ強くしなやかな「戦略的河川・海岸施設
総合整備」の推進（防災・安全）緊急対策

県土の水害に備えた基盤整備の推進（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）

徳島県 （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 徳島県 16,168
下水道施設の整備 徳島市 427,262
下水道施設の整備 阿南市 20,800
下水道施設の整備 吉野川市 34,300
下水道施設の整備 東みよし町 38,450

- 計 536,980
下水道施設の整備 徳島市 182,000
下水道施設の整備 鳴門市 50,000
下水道施設の整備 小松島市 15,000
下水道施設の整備 阿南市 31,200
下水道施設の整備 美波町 60,000
下水道施設の整備 松茂町 3,900

- 計 342,100

879,080

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）

命と暮らしを守る下水道事業の推進（防災・安
全）

命と暮らしを守る下水道事業の推進（防災・安
全）（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



社会資本整備総合交付金（下水道事業）

徳島県 （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 徳島県 23,500
下水道施設の整備 徳島市 252,850
下水道施設の整備 鳴門市 115,000
下水道施設の整備 小松島市 3,000
下水道施設の整備 阿南市 4,500
下水道施設の整備 吉野川市 124,500
下水道施設の整備 美馬市 9,500
下水道施設の整備 美波町 35,000
下水道施設の整備 海陽町 47,000
下水道施設の整備 松茂町 47,000
下水道施設の整備 北島町 76,000
下水道施設の整備 藍住町 59,000
下水道施設の整備 板野町 53,500
下水道施設の整備 東みよし町 2,000

- 計 852,350

852,350

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）

快適で安心な暮らしを支え、きれいな水環境を
創造する下水道事業の推進（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


