
福 岡 県

水管理・国土保全局



令和３年度当初予算　河川事業（直轄・福岡県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

遠賀川 遠賀川 一般河川改修事業 1,382　 芦屋町
あしやまち

、小竹町
こたけまち

、飯塚市
いいづかし

、添田町
そえだまち

山国川 山国川 一般河川改修事業 440　
≪福岡県
ふくおかけん

≫上毛町
こ うげま ち

≪大分県
おおいたけん

≫中津市
な か つ し

矢部川 矢部川 一般河川改修事業 995　 みやま市
し

、柳川市
やながわし

筑後川 筑後川 一般河川改修事業 3,672　

≪福岡県
ふくおかけん

≫朝倉市
あ さ く ら し

、うきは市
し

、久留米市
く る め し

≪佐賀県
さ が け ん

≫神埼
かんざき

市
し

、佐賀市
さ が し

≪大分
おおいた

県
けん

≫日田市
ひ た し

筑後川 筑後川 流域治水整備事業 100　 久留米市
く る め し

筑後川 筑後川 河川災害復旧等関連緊急事業 273　 朝倉市
あ さ く ら し

、うきは市
し

遠賀川 遠賀川 河川工作物関連応急対策事業 386　 添田町
そえだまち

、田川
たがわ

市
し

、福智町
ふ く ち ま ち

、宮若市
みやわかし

、直方市
のおがたし

矢部川 矢部川 河川工作物関連応急対策事業 80　 みやま市
し

筑後川 筑後川 河川工作物関連応急対策事業 205　 久留米市
く る め し

遠賀川 総合水系環境整備事業 124　 飯塚
いいづか

市
し

、嘉麻
か ま

市
し

、宮若
みやわか

市
し

、田川
たがわ

市
し

、中間
な か ま

市
し

山国川 総合水系環境整備事業 59　 吉富
よしとみ

町
まち

矢部川 総合水系環境整備事業 109　 筑後
ち く ご

市
し

、みやま市
し

、

筑後川 総合水系環境整備事業 21　 うきは市
し

、久留米
く る 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・福岡県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

筑後川 桂川、荷原川 河川災害復旧等関連緊急事業 2,676　 朝倉市
あ さ く ら し

矢部川 沖端川 事業間連携河川事業 250　 柳川市
や な が わ し

矢部川 塩塚川 事業間連携河川事業 100　 柳川市
や な が わ し

紫川 紫川 事業間連携河川事業 60　 北九州市
きたきゅうしゅうし

紫川 神嶽川 事業間連携河川事業 81　 北九州市
きたきゅうしゅうし

遠賀川 西川 大規模特定河川事業 208　 鞍手町
く ら て ま ち

筑後川 花宗川 大規模特定河川事業 200　 大川市
お お か わ し

瑞梅寺川 瑞梅寺川 大規模特定河川事業 300　 糸島市
い と し ま し

那珂川 那珂川 大規模特定河川事業 398　 福岡市
ふ く お か し

多々良川 多々良川 大規模特定河川事業 400　 福岡市
ふ く お か し

釣川 山田川 大規模特定河川事業 90　 宗像市
む な か た し



福岡県

　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 筑後川筑後川水系ダム群連携 401 438 

※本表の外に事業費（交付金）として、水資源開発事業の小石原川ダムに係る特定事業先行調整費の償還分3,777百万円がある。



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

ちくごがわ あかたにかわ あかたにがわさぼうしせつぐん あさくらし はき

筑後川河川 特定緊急砂防 筑後川 赤谷川 赤谷川砂防施設群 朝倉市 杷木 砂防堰堤工 1,293
ちくごがわ あかたにかわ おといしがわさぼうしせつぐん あさくらし はき

筑後川 赤谷川 乙石川砂防施設群 朝倉市 杷木 砂防堰堤工 1,907

合計 2 箇所 3,200

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（福岡県　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）

事業間連携 ちくごがわ てらむらかみたにがわ あさくらぐん とうほうむら ふくい

砂防等事業 筑後川 寺村上谷川 朝倉郡 東峰村 福井 砂防堰堤工 30
ちくごがわ まさのぶさわがわ あさくらし はきほしまる

筑後川 正信沢川 朝倉市 杷木星丸 砂防堰堤工 30
ちくごがわ のべたたにがわ あさくらぐん とうほうむら ふくい

筑後川 延田谷川 朝倉郡 東峰村 福井 砂防堰堤工 30
ちくごがわ そうずがわ あさくらし はきこが

筑後川 寒水川 朝倉市 杷木古賀 渓流保全工 119
やべがわ ひろのがわ やめし ほしのむら

矢部川 広野川 八女市 星野村 渓流保全工 30
やべがわ さんじゃきがわ やめし くろぎまちかさはら

矢部川 左手上川 八女市 黒木町笠原 砂防堰堤工 30
やべがわ たしのおかわ やめし じょうようまちかみよこやま

矢部川 タシノ尾川 八女市 上陽町上横山 砂防堰堤工 30
やべがわ しゃかたかわ やめし くろぎまちかさはら

矢部川 釈形川 八女市 黒木町笠原 砂防堰堤工 30
ちくごがわ しろおやたにがわ やめぐん ひろかわまち みずはら

筑後川 城尾屋谷川 八女郡 広川町 水原 渓流保全工 30
やべがわ くらばしらがわ やめし くろぎまちかさはら

矢部川 蔵柱川 八女市 黒木町笠原 渓流保全工 30
やべがわ くりばやしがわ やめし くろぎまちくりばやし

矢部川 栗林川 八女市 黒木町栗林 砂防堰堤工 30
やべがわ うどうがわ やめし くろぎまちかさはら

矢部川 うどう川 八女市 黒木町笠原 渓流保全工 10
おんががわ くぼのおがわ いいづかし やきやま

遠賀川 久保ノ尾川 飯塚市 八木山 砂防堰堤工 32
しかのしまがわ しかのしまがわ ふくおかし ひがしく しかのしま

志賀島川 志賀島川 福岡市 東区 志賀島 砂防堰堤工 10
ひいがわ しじゅうがわに ふくおかし みなみく かしはらにちょうめ

樋井川 四十川２ 福岡市 南区 柏原2丁目 砂防堰堤工 30

事業区分 水系名 渓流名

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（福岡県　1/6）

所在地



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 ずいばいじがわ かわばるがわ いとしまし かわばる

砂防等事業 瑞梅寺川 川原川 糸島市 川原 砂防堰堤工 30
いきさんがわ すだのがわ いとしまし にじょういきさん

一貴山川 須田野川 糸島市 二丈一貴山 渓流保全工 35
むろみがわ あぶらやまがわ ふくおかし さわらく にしあぶらやま

室見川 油山川 福岡市 早良区 西油山 砂防堰堤工 30
ななでらがわ いまじゅくたにかわ（3） ふくおかし にしく かみのはる

七寺川 今宿谷川（３） 福岡市 西区 上ノ原 砂防堰堤工 20
ちくごがわ たなばたがわ くるめし たぬしまるまちなかお

筑後川 七夕川 久留米市 田主丸町中尾 砂防堰堤工 30
ちくごがわ つかはらたにがわ あさくらし はきしわ

筑後川 塚原谷川 朝倉市 杷木志波 砂防堰堤工 30
おんががわ おがわちがわ のおがたし かみとんの

遠賀川 小川内川 直方市 上頓野 砂防堰堤工 43
たまがわ ひさげたにがわ みやこぐん かんだまち ひさげ

玉川 提谷川 京都郡 苅田町 提 砂防堰堤工 30
このえがわ おぐらたにがわ みやこぐん かんだまち おぐら

近衛川 尾倉谷川 京都郡 苅田町 尾倉 砂防堰堤工 20
ながおがわ べっしょだにがわ ゆくはしし にゅうがく

長峡川 別所谷川 行橋市 入覚 砂防堰堤工 40
やまくにがわ きたたにがわ ちくじょうぐん こうげまち はらい

山国川 北谷川 築上郡 上毛町 原井 砂防堰堤工 30
やべがわ ろくしがわ やめし くろぎまちかさはら

矢部川 ロクシ川 八女市 黒木町笠原 渓流保全工 18
やべがわ みねおがわ やめし くろぎまちつばはら

矢部川 峯尾川 八女市 黒木町椿原 渓流保全工 30
なかがわ なめりがわ なかがわし なめり

那珂川 南面里川 那珂川市 南面里 渓流保全工 30
ちくごがわ しもにしやまがわ ちくしのし やまえ

筑後川 下西山川 筑紫野市 山家 砂防堰堤工 30

事業区分 水系名 渓流名

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（福岡県　2/6）

所在地



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 おおかわ おくだがわ きたきゅうしゅうし もじく おくださんちょうめ

砂防等事業 大川 奥田川 北九州市 門司区 奥田3丁目 砂防堰堤工 30
ひびきがわ ほんむらがわ きたきゅうしゅうし わかまつく こいしほんむらまち

ひびき川 本村川 北九州市 若松区 小石本村町 砂防堰堤工 30
ふくよしがわ ふくいたにがわ いとしまし にじょうふくい

福吉川 福井谷川 糸島市 二丈福井 砂防堰堤工 75
ちくごがわ めおとぎがわ くるめし くさのまちよしき

筑後川 夫婦木川 久留米市 草野町吉木 砂防堰堤工 60
ちくごがわ さんこうがわ くるめし くさのまちよしき

筑後川 三光川 久留米市 草野町吉木 渓流保全工 20
ちくごがわ かがりがわ うきはし うきはまちにいかわ

筑後川 鹿狩川 うきは市 浮羽町新川 砂防堰堤工 20
やべがわ きたのせきがわいち みやまし やまかわまちきたのせき

矢部川 北の関川１ みやま市 山川町北関 砂防堰堤工 20
ちくごがわ はるたにがわ あさくらぐん とうほうむら ふくい

筑後川 原谷川 朝倉郡 東峰村 福井 砂防堰堤工 10
ちくごがわ ふなぞこたにがわ あさくらし はきこが

筑後川 船底谷川 朝倉市 杷木古賀 渓流保全工 50
ちくごがわ そうずがわ（5） あさくらし はきこが

筑後川 寒水川(5) 朝倉市 杷木古賀 渓流保全工 50
ちくごがわ まさのぶがわ あさくらし はきほしまる

筑後川 正信川 朝倉市 杷木星丸 渓流保全工 172
ちくごがわ きたがわみぎしせん あさくらし はきしわ

筑後川 北川右支川 朝倉市 杷木志波 渓流保全工 100
ちくごがわ きたがわ（2） あさくらし はきしわ

筑後川 北川(2) 朝倉市 杷木志波 渓流保全工 50
ちくごがわ だいこくがわ あさくらし くろかわ

筑後川 大黒川 朝倉市 黒川 渓流保全工 30

４４箇所 1,663小計

所在地事業区分 水系名 渓流名

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（福岡県　3/6）



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 やべがわ やべがわけんいきだいきぼこうしん やめし やべむらきたやべほか

砂防等事業 矢部川 矢部川圏域大規模更新 八女市 矢部村北矢部ほか 砂防堰堤工 60

45箇所 1,723合計

事業区分 水系名 渓流名

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（福岡県　4/6）

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 やべがわ じゅうごもりちく やめし ほしのむら

砂防等事業 矢部川 十籠地区 八女市 星野村 横ボーリング工 30
やべがわ やなばるちく やめし ほしのむら

矢部川 柳原地区 八女市 星野村 集水井工 30
ちくごがわ ひらえのき（1）ちく あさくらし はきしわ

筑後川 平榎（１）地区 朝倉市 杷木志波 横ボーリング工 10
ちくごがわ ひらえのき（2）ちく あさくらし はきしわ

筑後川 平榎（２）地区 朝倉市 杷木志波 横ボーリング工 10
ちくごがわ ひらえのき（3）ちく あさくらし はきしわ

筑後川 平榎（３）地区 朝倉市 杷木志波 横ボーリング工 10

5箇所 90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（福岡県　5/6）

所在地事業区分 水系名 箇所名



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 はらいがわ かみさかちく みやこぐん みやこまち かみさか

砂防等事業 祓川 上坂地区 京都郡 みやこ町 上坂 法枠工 25
ちくごがわ ほさかちく あさくらし はきほさか

筑後川 穂坂地区 朝倉市 杷穂坂 法枠工 11
やべがわ みやのお（a）ちく やめし やべむらきたやべ

矢部川 宮ノ尾（a）地区 八女市 矢部村北矢部 法枠工 40
おんががわ たかすにしちく きたきゅうしゅうし わかまつく たかすにし

遠賀川 高須西地区 北九州市 若松区 高須西 法枠工 11
はらいがわ ふなこしにちょうめちく きたきゅうしゅうし やはたにしく ふなこしにちょうめ

祓川 船越2丁目地区 北九州市 八幡西区 船越2丁目 法枠工 11
やべがわ ぞやま（2）ちく みやまし せたかまちおおくさ

矢部川 女山（２）地区 みやま市 瀬高町大草 待受擁壁工 11

6箇所 108
※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（福岡県　6/6）

所在地事業区分 水系名 箇所名



福岡県 （単位：百万円）

海岸保全施設整備連携事業 柳川海岸
やながわ し

柳川市 400 堤防かさ上げ（柳川市）等

福岡県　計 400 

令和３年度　配分予算
（水管理・国土保全局海岸室所管　補助海岸事業）

事　業　名 海岸名 市町村名 事業費 R3実施計画内容 備考



令和３年度当初予算　下水道事業

都道府県名：福岡県 （単位：千円）

小倉都心部地区事業間連携下水道事
業

北九州市
浸水対策下水道事業
（事業間連携下水道事業）

1,140,000 570,000

天神周辺地区大規模雨水処理施設整
備事業

福岡市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

1,947,400 973,700

計 3,087,400 1,543,700

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）

福岡県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

庄司川浸水対策重点地域緊急
事業

370,000

庄内川浸水対策重点地域緊急
事業

165,000

金丸川・池町川浸水対策重点地
域緊急事業

950,000

下弓削川浸水対策重点地域緊
急事業

265,000

山ノ井川浸水対策重点地域緊
急事業

400,000

新々堀川特定構造物改築事業
（新々堀川排水機場）
新々堀川特定構造物改築事業
（岩瀬揚水機場）

13,000

曲川特定構造物改築事業（鯨瀬
排水機場）
曲川特定構造物改築事業（朳排
水機場）

89,000

吉原川特定構造物改築事業（広
渡排水機場）

2,000

大根川特定構造物改築事業（大
根川排水機場）

15,000

日向神ダム堰堤改良事業 28,400
瑞梅寺ダム堰堤改良事業 2,800
力丸ダム堰堤改良事業 17,300
北谷ダム堰堤改良事業 28,000
猪野ダム堰堤改良事業 7,500

- 計 2,353,000

大牟田川広域河川改修事業 5,000

曲川広域河川改修事業 7,500
小石原川広域河川改修事業 5,000

上津荒木川広域河川改修事業 24,000

陣屋川広域河川改修事業 47,000
曽根田川広域河川改修事業 5,000
大刀洗川広域河川改修事業 125,000
花宗川広域河川改修事業 35,000
広川広域河川改修事業 50,000
宝満川広域河川改修事業 132,000
長峡川広域河川改修事業 15,000
那珂川広域河川改修事業 26,500

鷺田川・高尾川広域河川改修事
業

18,000

東谷川広域河川改修事業 30,000
紫川広域河川改修事業 20,000
楠田川広域河川改修事業 15,000
塩塚川広域河川改修事業 14,000
大根川広域河川改修事業 15,000
沖端川広域河川改修事業 50,000
矢部川広域河川改修事業 30,000

行橋豊前圏域総合流域防災事
業（江尻川）

5,000

福岡県における県域一体となった災害に強い
安全安心な県土づくりの推進計画（防災・安全）

福岡県

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）

福岡県における県域一体となった災害に強い
安全安心な県土づくりの推進計画（防災・安全）
緊急対策

福岡県



遠賀川圏域総合流域防災事業
（川端川）

5,000

遠賀川圏域総合流域防災事業
（熊添川）

20,000

遠賀川圏域総合流域防災事業
（建花寺川）

21,000

遠賀川圏域総合流域防災事業
（戸切川）

206,500

遠賀川圏域総合流域防災事業
（西川）

5,000

遠賀川圏域総合流域防災事業
（福地川）

55,500

遠賀川圏域総合流域防災事業
（藤野川）

5,000

筑後矢部川圏域総合流域防災
事業（不動川）

50,000

筑後矢部川圏域総合流域防災
事業（古川）

40,000

情報基盤総合整備事業 63,500

住民、団体、行政の連携による
防災意識の向上

1,500

水防資機材支援 500

ハザードマップ作成事業

北九州市、福岡
市、太宰府市、古
賀市、糸島市、宇
美町、小竹町、香
春町、大任町、志
免町

21,500

- 計 1,169,000

相割川都市基盤河川改修事業 27,000

板櫃川都市基盤河川改修事業 51,000

遠賀川圏域総合流域防災事業
（大野川）

12,000

江川都市基盤河川改修事業 108,000

金剛川都市基盤河川改修事業 17,000

笹尾川都市基盤河川改修事業 14,000

金山川都市基盤河川改修事業 184,000

遠賀川圏域総合流域防災事業
（朽網川）

3,000

特定構造物改築事業（貫川防潮
水門）

5,000

神嶽川（砂津川）都市基盤河川
改修事業

3,000

紫川都市基盤河川改修事業 10,000

割子川都市基盤河川改修事業 26,000

- 計 460,000

福岡県における県域一体となった災害に強い
安全安心な県土づくりの推進計画（防災・安全）

福岡県

市民の安全と安心を守る流域と一体となった浸
水対策の推進（防災・安全）（第3期）

北九州市



香椎川福岡都市圏域総流防事
業

1,000

周船寺川都市基盤河川改修事
業

75,000

水崎川都市基盤河川改修事業 85,000

特定構造物改築事業（吉塚新川
排水機場）

23,000

特定構造物改築事業（綿打川排
水機場）

3,000

若久川福岡都市圏域総流防事
業

3,000

樋井川流域貯留浸透事業 4,000

金屑川都市基盤河川改修事業 118,000

- 計 312,000
安武川準用河川改修事業 久留米市 19,000

- 計 19,000

4,313,000

福岡市における安全・安心・快適な暮らしの実
現（防災・安全）

福岡市

快適で潤いのある市民生活を支援する下水道
及び河川等の整備（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



社会資本整備総合交付金（河川事業）

福岡県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

河川環境整備事業（那珂川） 34,000
河川環境整備事業（諏訪川） 14,000
河川環境整備事業（高良川） 86,000

- 計 134,000

134,000

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）

福岡県における河川を身近に感じられる環境整備
福岡県

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



福岡県 （国費：千円）

計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

薬王寺川通常砂防事業 19,000

石垣川通常砂防事業 39,000

有木川通常砂防事業 12,500

用山川４通常砂防事業 10,000

岩渕谷川２通常砂防事業 25,000

内山谷川通常砂防事業 5,000

110,500

若久川通常砂防事業 12,500

上下方川１通常砂防事業 5,000

上下方川２通常砂防事業 5,000

真弓川５通常砂防事業 19,000

草場川通常砂防事業 5,000

大谷４通常砂防事業 5,000

大谷５通常砂防事業 5,000

大谷６通常砂防事業 5,000

大山川通常砂防事業 10,000

月足川通常砂防事業 10,000

石岡山田川通常砂防事業 5,000

住野川通常砂防事業 5,000

長浦川通常砂防事業 5,000

東吉木谷川通常砂防事業 12,750

地禄沢川通常砂防事業 5,000

大江谷川通常砂防事業 5,000

本迫川通常砂防事業 45,000

白木谷川（２）通常砂防事業 25,000

由の川通常砂防事業 42,500

千代丸川通常砂防事業 25,000

白木谷川通常砂防事業 45,373

導目木川通常砂防事業 5,000

船底谷川通常砂防事業 5,000

寒水川（５）通常砂防事業 5,000

正信川通常砂防事業 16,200

北川右支川通常砂防事業 11,500

若市沢川通常砂防事業 5,000

北川（２）通常砂防事業 5,000

大黒川通常砂防事業 5,000

栄谷地区地すべり対策事業 5,000

福岡県福岡県における県域一体と
なった災害に強い安全安心
な県土づくりの推進計画（防
災・安全）（重点）

福岡県における県域一体と
なった災害に強い安全安心
な県土づくりの推進計画（防
災・安全）

福岡県

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



平榎（１）地区地すべり対策事業 11,500

平榎（２）地区地すべり対策事業 15,000

平榎（３）地区地すべり対策事業 15,000

上藤木地区地すべり対策事業 5,000

四条野地区地すべり対策事業 8,000

添田（２）地区地すべり対策事業 5,000

山口地区地すべり対策事業 5,000

相の島地区急傾斜地崩壊対策事業 5,200

北石釜地区急傾斜地崩壊対策事業 5,600

愛宕２丁目地区急傾斜地崩壊対策事業 5,400

猪野地区急傾斜地崩壊対策事業 5,700

藤山町地区急傾斜地崩壊対策事業 9,450

高良内町地区急傾斜地崩壊対策事業 9,000

女山（２）地区急傾斜地崩壊対策事業 13,500

真弓地区急傾斜地崩壊対策事業 8,000

新町地区急傾斜地崩壊対策事業 9,000

鶴田地区急傾斜地崩壊対策事業 11,250

奈良津地区急傾斜地崩壊対策事業 6,000

平原地区急傾斜地崩壊対策事業 5,400

喜多良地区急傾斜地崩壊対策事業 11,250

一木地区急傾斜地崩壊対策事業 8,000

二崎地区急傾斜地崩壊対策事業 7,650

尾迫－１地区急傾斜地崩壊対策事業 18,000

浦山地区急傾斜地崩壊対策事業 5,400

椋谷地区急傾斜地崩壊対策事業 22,800

紫尾地区急傾斜地崩壊対策事業 14,400

遠久谷（１）地区急傾斜地崩壊対策事業 15,300

遠久谷（２）地区急傾斜地崩壊対策事業 22,500

今屋敷地区急傾斜地崩壊対策事業 8,400

中村地区急傾斜地崩壊対策事業 20,700

遠久谷（３）地区急傾斜地崩壊対策事業 16,200

下木屋地区急傾斜地崩壊対策事業 18,000

神露淵地区急傾斜地崩壊対策事業 18,000

田本地区急傾斜地崩壊対策事業 23,750

馬渡地区急傾斜地崩壊対策事業 23,750

上藤松１丁目地区急傾斜地崩壊対策事業 9,000

畑地区急傾斜地崩壊対策事業 5,400

鳴竹１丁目地区急傾斜地崩壊対策事業 5,400

屋敷地区急傾斜地崩壊対策事業 5,400

柄杓田（D）地区急傾斜地崩壊対策事業 5,400

長谷２丁目（C)地区急傾斜地崩壊対策事業 5,400

地島地区急傾斜地崩壊対策事業 13,050

志位鷹羽台地区急傾斜地崩壊対策事業 5,400

福岡県における県域一体と
なった災害に強い安全安心
な県土づくりの推進計画（防
災・安全）

福岡県



祝町地区急傾斜地崩壊対策事業 5,200

若松地区急傾斜地崩壊対策事業 5,200

吉田東４丁目地区急傾斜地崩壊対策事業 5,600

伏原（２）地区急傾斜地崩壊対策事業 24,750

不動地区急傾斜地崩壊対策事業 13,500

池尻地区急傾斜地崩壊対策事業 13,500

本町地区急傾斜地崩壊対策事業 5,400

千代町地区急傾斜地崩壊対策事業 5,400

新町地区急傾斜地崩壊対策事業 5,400

大谷地区急傾斜地崩壊対策事業 5,400

大島地区急傾斜地崩壊対策事業 5,400

天道地区急傾斜地崩壊対策事業 29,450

原町（２）地区急傾斜地崩壊対策事業 9,500

大城－２地区急傾斜地崩壊対策事業 14,250

福岡都市圏域総合流域防災事業（砂防事業等） 5,000

筑後矢部川圏域総合流域防災事業（砂防事業等） 47,500

遠賀川圏域総合流域防災事業（砂防事業等） 20,000

行橋豊前圏域総合流域防災事業（砂防事業等） 73,000

福岡都市圏域総合流域防災事業（情報基盤） 5,000

筑後矢部川圏域総合流域防災事業（情報基盤） 5,000

遠賀川圏域総合流域防災事業（情報基盤） 5,000

行橋豊前圏域総合流域防災事業（情報基盤） 5,000

福岡都市圏域総合流域防災事業（基礎調査） 8,500

遠賀川圏域総合流域防災事業（基礎調査） 8,500

筑後矢部川圏域総合流域防災事業（基礎調査） 8,500

行橋豊前圏域総合流域防災事業（基礎調査） 8,500

福岡都市圏域効果促進事業

大野城市、太宰府市、
古賀市、糸島市、宇美
町、志免町、須恵町、

新宮町

15,514

遠賀川圏域効果促進事業
北九州市、小竹町、香
春町、大任町 12,663

1,207,000

1,317,500

※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

福岡県における県域一体と
なった災害に強い安全安心
な県土づくりの推進計画（防
災・安全）

福岡県

小計

合計



防災・安全交付金（海岸事業（河川））

福岡県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

高田海岸　高潮対策事業 福岡県 35,000

行橋海岸　海岸堤防老朽化対
策緊急事業

福岡県 30,000

大和海岸　海岸堤防老朽化対
策緊急事業

福岡県 7,000

志摩海岸　海岸堤防老朽化対
策緊急事業

福岡県 7,000

海岸老朽化対策緊急事業 福岡県 16,000

- 計 95,000

95,000

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）

福岡県における県域一体となった災害に強い
安全安心な県土づくりの推進計画（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



社会資本整備総合交付金（海岸事業（河川））

福岡県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

新松原海岸　海岸環境整備事
業

福岡県 15,000

- 計 15,000

15,000

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）

海岸利用促進のための海岸環境整備

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）

福岡県 （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 福岡県 3,108,550
下水道施設の整備 柳川市 6,450
下水道施設の整備 行橋市 55,663
下水道施設の整備 中間市 16,000
下水道施設の整備 小郡市 5,000
下水道施設の整備 筑紫野市 28,000
下水道施設の整備 春日市 47,500
下水道施設の整備 大野城市 31,400
下水道施設の整備 太宰府市 25,500
下水道施設の整備 古賀市 132,904
下水道施設の整備 福津市 62,097
下水道施設の整備 うきは市 45,650
下水道施設の整備 那珂川市 26,961
下水道施設の整備 新宮町 45,959
下水道施設の整備 芦屋町 133,665
下水道施設の整備 苅田町 1,000
下水道施設の整備 吉富町 3,000

- 計 3,775,299
下水道施設の整備 北九州市 2,472,000

- 計 2,472,000
下水道施設の整備 北九州市 778,000

- 計 778,000
下水道施設の整備 福岡市 5,132,550

- 計 5,132,550
下水道施設の整備 福岡市 337,850

- 計 337,850
下水道施設の整備 大牟田市 159,000

- 計 159,000
下水道施設の整備 大牟田市 23,000

- 計 23,000
下水道施設の整備 久留米市 86,940

- 計 86,940
下水道施設の整備 久留米市 21,250

- 計 21,250
下水道施設の整備 直方市 19,500
下水道施設の整備 飯塚市 117,550
下水道施設の整備 行橋市 77,300
下水道施設の整備 小郡市 15,000
下水道施設の整備 筑紫野市 1,000
下水道施設の整備 春日市 31,000
下水道施設の整備 宗像市 7,500
下水道施設の整備 太宰府市 2,000
下水道施設の整備 宮若市 45,000
下水道施設の整備 みやま市 67,600
下水道施設の整備 苅田町 20,000

- 計 403,450

13,189,339

福岡市における安全・安心・快適な暮らしの実
現（防災・安全）（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）

快適な生活環境の整備（防災・安全）

北九州市公共下水道事業「水めぐる”住みよい
まち”をめざして」（防災・安全）

北九州市公共下水道事業「水めぐる”住みよい
まち”をめざして」（防災・安全）（重点計画）

福岡市における安全・安心・快適な暮らしの実
現（防災・安全）

※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

大牟田市における快適な生活環境の整備（防
災・安全）

大牟田市における快適な生活環境の整備（防
災・安全）（重点計画）

快適で潤いのある市民生活を支援する下水道
及び河川等の整備（防災・安全）（重点計画）

快適で潤いのある市民生活を支援する下水道
及び河川等の整備（防災・安全）

快適な生活環境の整備（防災・安全）（重点計
画）

合計



社会資本整備総合交付金（下水道事業）

福岡県 （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 福岡県 564,850
下水道施設の整備 直方市 170,000
下水道施設の整備 柳川市 14,990
下水道施設の整備 八女市 168,000
下水道施設の整備 筑後市 108,000
下水道施設の整備 大川市 90,000
下水道施設の整備 行橋市 100,435
下水道施設の整備 豊前市 20,000
下水道施設の整備 中間市 150,000
下水道施設の整備 宮若市 200,500
下水道施設の整備 みやま市 128,500
下水道施設の整備 小竹町 85,000
下水道施設の整備 鞍手町 150,000
下水道施設の整備 広川町 62,000
下水道施設の整備 苅田町 427,235
下水道施設の整備 吉富町 69,000
下水道施設の整備 築上町 118,500

- 計 2,627,010
下水道施設の整備 福岡県 438,200
下水道施設の整備 豊前市 7,000
下水道施設の整備 中間市 23,500
下水道施設の整備 小郡市 145,000
下水道施設の整備 筑紫野市 27,000
下水道施設の整備 宗像市 95,234
下水道施設の整備 古賀市 74,320
下水道施設の整備 福津市 286,350
下水道施設の整備 須恵町 85,000
下水道施設の整備 新宮町 85,503
下水道施設の整備 久山町 45,000
下水道施設の整備 水巻町 160,000
下水道施設の整備 岡垣町 225,000
下水道施設の整備 遠賀町 100,000
下水道施設の整備 苅田町 116,655

- 計 1,913,762
下水道施設の整備 福岡市 601,273

- 計 601,273
下水道施設の整備 福岡市 63,500

- 計 63,500
下水道施設の整備 大牟田市 656,000

- 計 656,000
下水道施設の整備 久留米市 2,001,700

- 計 2,001,700
下水道施設の整備 朝倉市 210,000

- 計 210,000
下水道施設の整備 糸島市 91,900

- 計 91,900
下水道施設の整備 宇美町 34,250

- 計 34,250

8,199,395

※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）

快適な生活環境の整備（重点計画）

快適な生活環境の整備

福岡市における安全・安心・快適な暮らしの実
現

福岡市における良好な水環境の創造

大牟田市における快適な生活環境の整備（重
点計画）

快適で潤いのある市民生活を支援する下水道
の整備

朝倉市の快適な生活環境の整備（重点計画）

都市基盤整備による安全・安心のまちづくり

宇美町における快適な生活環境の整備

合計


