
香 川 県

水管理・国土保全局



令和３年度当初予算　河川事業（直轄・香川県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

土器川 土器川 一般河川改修事業 605　 丸亀市
まるがめし

土器川 土器川 河川工作物関連応急対策事業 275　 丸亀
まるがめ

市
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・香川県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

新川、詰田川、
摺鉢谷川、香東

川、本津川

新川、御坊川、摺
鉢谷川、香東川、

本津川
事業間連携河川事業 200　 高松市

た か ま つ し

一の谷川 一の谷川 大規模特定河川事業 200　 観音寺市
か ん お ん じ し

高瀬川 高瀬川、浜堂川 大規模特定河川事業 70　 三豊市
み と よ し

綾川 綾川 大規模特定河川事業 70　 綾川町
あやがわちょう

本津川 本津川 大規模特定河川事業 160　 高松市
た か ま つ し

古川 古川 大規模特定河川事業 100　 東
ひがし

かがわ市
し



香川県

　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。

( 3,186)

河川整備事業費 2,744 

　河川総合開発事業費補助

( 2,851)

　　建設工事 2,409 

( 2,745)

椛川ダム 2,303 

( 106)

五名ダム再開発 106 

　治水ダム等建設事業費補助

( 335)

　　建設工事 335 

( 335)

長柄ダム再開発 335 

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）

事業間連携 こうとうがわ びわのきたにがわ たかまつし しおのえちょうやすはらしも

砂防等事業 香東川 枇杷の木谷川 高松市 塩江町安原下 砂防堰堤工 30
あやがわ いけだがわ さかいでし ふちゅうちょういけだ

綾川 池田川 坂出市 府中町池田 砂防堰堤工 60
かなくらがわ いわさきがわ ぜんつうじし おおさちょうみやきた

金倉川 岩崎川 善通寺市 大麻町宮北 砂防堰堤工 90
ひろたがわ にしかわ ぜんつうじし おおさちょうたにだ

弘田川 西川 善通寺市 大麻町谷田 砂防堰堤工 55
しほうどうがわ ゆみいけがわ かんおんじし とよはまちょうみのうら

四方堂川 弓池川 観音寺市 豊浜町箕浦 渓流保全工 20
そのた にしほりきりがわ かんおんじし とよはまちょうみのうら

その他 西堀切川 観音寺市 豊浜町箕浦 砂防堰堤工 70
そのた みやのおがわ みとよし みのちょうおおみ

その他 宮の尾川 三豊市 三野町大見 砂防堰堤工 55
かべがわ つかばらがわ さぬきし ながおにし

鴨部川 塚原川 さぬき市 長尾西 砂防堰堤工 50
みなとがわ おおたおがわ ひがしかがわし にゅうのやま

湊川 大多尾川 東かがわ市 入野山 砂防堰堤工 50
こうとうがわ つやなぎはちのたにがわ きだぐん みきちょう おくやま

香東川 津柳八の谷川 木田郡 三木町 奥山 砂防堰堤工 40

10箇所 520

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（香川県　1/2）

事業区分 水系名 渓流名 所在地

合計



急傾斜
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

事業間連携 もりくぼ（3）ちく たかまつし かがわちょうひがしたに

砂防等事業 森窪(3)地区 高松市 香川町東谷 擁壁工 108
にしたにちく たかまつし しおのえちょうやすはらしも

西谷地区 高松市 塩江町安原下 擁壁工 38

2箇所 146
※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（香川県　2/2）

事業区分 水系名 箇所名 所在地

合計



令和３年度当初予算　下水道事業

都道府県名：香川県 （単位：千円）

中心市街地西部地区大規模雨水処理
施設整備事業

高松市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

877,000 438,500

多肥地区大規模雨水処理施設整備事
業

高松市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

375,800 187,900

観音寺第2ポンプ場大規模雨水処理
施設整備事業

観音寺市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

264,152 132,076

計 1,516,952 758,476

事業名 事業主体 事業種別 事業費 国費



防災・安全交付金（河川事業）

香川県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

高瀬川 広域河川改修事業 35,000

弘田川 広域河川改修事業 55,000
地震・高潮対策河川事業 183,000

詰田川 特定構造物改築事業
（札場水門）

25,000

一の谷川 特定構造物改築事業
（七間橋防潮水門）

10,000

香川県西部圏域総合流域防災
事業（桜川）

24,000

総合流域防災事業（情報基盤総
合整備事業）

30,000

三木町 防災対策事業 三木町 2,000
千足ダム　堰堤改良事業 香川県 32,000

- 計 396,000
綾川　広域河川改修事業 36,000

新川（三木工区）　広域河川改
修事業

43,000

新川（吉田川）　広域河川改修
事業

20,000

大束川　広域河川改修事業 5,000
地震・高潮対策事業（詰田川） 40,000

- 計 144,000

540,000

※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）

総合的な浸水対策の推進（防災・安全）

香川県

総合的な浸水対策の推進（防災・安全）緊急対
策

香川県

合計



香川県 （国費：千円）

計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

中筋六の谷川通常砂防事業 2,500

夏木谷川通常砂防事業 2,500

尾郷上川通常砂防事業 10,000

北出川通常砂防事業 3,000

岡西谷川通常砂防事業 2,500

西下谷川通常砂防事業 5,000

明神川（西村）通常砂防事業 3,500

上野川通常砂防事業 2,500

見目川通常砂防事業 2,500

中条川通常砂防事業 17,500

51,500

峰堂川通常砂防事業 2,500

北地上川通常砂防事業 8,000

香川東部圏域総合流域防災事業（情報基盤） 7,000

香川東部圏域総合流域防災事業（効果促進） 500

香川土器川圏域総合流域防災事業（緊急改築） 10,000

香川東部圏域総合流域防災事業（急傾斜地崩壊対策事業） 10,000

横畑地区地すべり対策事業 2,500

唐櫃地区地すべり対策事業 10,000

効果促進事業 観音寺市 6,000

56,500

香川東部圏域総合流域防災事業（基礎調査） 4,000

香川土器川圏域総合流域防災事業（基礎調査） 2,000

香川西部圏域総合流域防災事業（基礎調査） 2,000

8,000

116,000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

土砂災害防止法に基づく基
礎調査の推進（防災・安全）

香川県

総合的な土砂災害対策の推
進（防災・安全）（重点）

香川県

総合的な土砂災害対策の推
進（防災・安全）

香川県

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

小計



防災・安全交付金（海岸事業（河川））

香川県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

引田海岸津波・高潮危機管理対
策緊急事業

香川県 7,500

志度海岸津波・高潮危機管理対
策緊急事業

香川県 14,900

さぬき市津波・高潮危機管理対
策緊急事業

さぬき市 2,600

小豆島土庄海岸堤防等老朽化
対策緊急事業

香川県 22,000

- 計 47,000

47,000

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）

香川県沿岸地域における地震・津波に強い海
岸づくり（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）

香川県 （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 香川県 379,082
下水道施設の整備 坂出市 10,000
下水道施設の整備 東かがわ市 20,000
下水道施設の整備 土庄町 34,000
下水道施設の整備 小豆島町 76,700
下水道施設の整備 直島町 26,000
下水道施設の整備 宇多津町 12,000
下水道施設の整備 多度津町 98,500

- 計 656,282
下水道施設の整備 高松市 399,646

- 計 399,646
下水道施設の整備 丸亀市 1,354,442

- 計 1,354,442
下水道施設の整備 丸亀市 104,950

- 計 104,950
下水道施設の整備 観音寺市 21,875

- 計 21,875
下水道施設の整備 さぬき市 26,710

- 計 26,710
下水道施設の整備 さぬき市 7,370

- 計 7,370

2,571,275

さぬき市における暮らしを守る安全・安心な下
水道づくり（防災・安全）

さぬき市における暮らしを守る安全・安心な下
水道づくり（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

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）

地域の暮らしを守る安全・安心な下水道づくり
（防災・安全）

市街地における安全・安心な下水道づくり（防
災・安全）

丸亀市における地域の暮らしを守る安全・安心
な下水道づくり(防災・安全)(第２期)

丸亀市における地域の暮らしを守る安全・安心
な下水道づくり（防災・安全）（重点計画）

音を観る街観音寺市の下水道づくり（防災・安
全）



社会資本整備総合交付金（下水道事業）

香川県 （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 香川県 6,000
下水道施設の整備 丸亀市 102,500
下水道施設の整備 坂出市 150,000
下水道施設の整備 善通寺市 8,000
下水道施設の整備 さぬき市 69,100
下水道施設の整備 東かがわ市 48,000
下水道施設の整備 三木町 228,000

- 計 611,600
下水道施設の整備 宇多津町 7,500

- 計 7,500

619,100

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）

かがわの下水道整備10年概成プロジェクト（重
点計画）

宇多津町における水環境を保全する安全・安
心な地域づくり

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


