
長 崎 県

水管理・国土保全局



令和３年度当初予算　河川事業（直轄・長崎県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

本明川 本明川 一般河川改修事業 455　 諫早市
いさは やし

本明川 本明川 河川工作物関連応急対策事業 13　 諫早市
いさは やし

本明川 総合水系環境整備事業 16　 諫早
いさはや

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・長崎県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

有喜川 有喜川 大規模特定河川事業 60　 諫早市
い さ は や し

江ノ浦川 江ノ浦川 大規模特定河川事業 180　 諫早市
い さ は や し

郡川 郡川 大規模特定河川事業 190　 大村市
お お む ら し

早岐川 早岐川 大規模特定河川事業 300　 佐世保市
さ せ ぼ し



長崎県

　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 本明川本明川ダム 4,858 5,340



長崎県

　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。

( 861)

河川整備事業費 621 

　河川総合開発事業費補助

( 861)

　　建設工事 621 

( 675)

石木ダム 439 

( 186)

長崎水害緊急ダム 183 浦上ダム再開発

事項 ダム名 備　　　　考



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

みずなしがわ みずなしがわ みずなしがわ みずなしがわじょうりゅうえんていぐん しまばらし、みなみしまばらし きたかみこばまち、みなみかみこばまち、ふかえちょう

長崎河川国道 砂防管理 水無川 水無川 水無川 水無川上流堰堤群 島原市、南島原市 北上木場町、南上木場町、深江町 除石工 942

合計 1 箇所 942

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（長崎県　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 なかしまがわ やのひらがわ ながさきし やのひらいっちょうめ

砂防等事業 中島川 矢の平川 長崎市 矢の平1丁目 砂防堰堤工 36
こおりがわ しもながせがわ おおむらし たじもまち

郡川 下長瀬川 大村市 田下町 砂防堰堤工 4

小計 ２箇所 40

事業間連携 かのおがわ くさずみがわ ながさきし くさずみまち

砂防等事業 鹿尾川 草住川 長崎市 草住町 砂防堰堤工 29
さきのたにがわ さきのたにがわ いさはやし たらみちょうもとがま

崎ノ谷川 崎ノ谷川 諫早市 多良見町元釜 砂防堰堤工 22
てらばたけがわ てらばたけがわ いさはやし たらみちょうもとがま

寺畑川 寺畑川 諫早市 多良見町元釜 砂防堰堤工 42
ほんみょうがわ やまぐちたにがわ いさはやし ゆのおまち

本明川 山口谷川 諫早市 湯野尾町 砂防堰堤工 29
きどこがわ こかどがわ いさはやし たらみちょうきどこ

木床川 小角川 諌早市 多良見町木床 砂防堰堤工 87
わきのたにがわ わきのたにがわ うんぜんし おばまちょうみなみほんまち

脇の谷川 脇の谷川 雲仙市 小浜町南本町 砂防堰堤工 57
おおかわ おおかわ さいかいし おおせとちょうせとひがしはまごう

大川 大川 西海市 大瀬戸町瀬戸東濱郷 砂防堰堤工 27

小計 ７箇所 292

９箇所 332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（長崎県　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）

大規模特定 そのた ほしか まつうらし ほしかちょうたけさきめん

砂防等事業 その他 星鹿 松浦市 星鹿町岳崎免 集水井工 80
さざがわ きうらばる させぼし せちばるちょうきうらばる

佐々川 木浦原 佐世保市 世知原町木浦原 集水井工 68

小計 ２箇所 148

事業間連携 えむかえがわ わしおだけ させぼし えむかえちょうしとのうじ

砂防等事業 江迎川 鷲尾岳 佐世保市 江迎町志戸氏 横ボーリング工 45
あいのうらがわ おおの させぼし のなかちょう

相浦川 大野 佐世保市 野中町 集水井工 16
つきのかわがわ たていわ まつうらし つきのかわちょうしもめん

調川川 立岩 松浦市 調川町下免 集水井工 48
つきのかわがわ しらいだけ まつうらし つきのかわちょうしらいめん

調川川 白井岳 松浦市 調川町白井免 集水井工 11
ほりかわ みやのはら みなみしまばらし かづさちょうしもみやはらみょう

堀川 宮ノ原 南島原市 加津佐町下宮原名 横ボーリング工 9
たゆいがわ てらさか いさはやし いいもりちょうさと

田結川 寺坂 諫早市 飯盛町里 杭工 32

６箇所 161

８箇所 309

小計

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（長崎県　2/3）

事業区分 水系名 箇所名 所在地



工種 事業費 備考
市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

特定緊急 あいのうらがわ まきのじ させぼし おがわちちょう

地すべり事業 相浦川 牧の地 佐世保市 小川内町 杭工 200

１箇所 200

令和３年度　当初予算　特定緊急地すべり対策事業費補助箇所別調書（長崎県　3/3）

事業区分 水系名 箇所名 所在地

合計



防災・安全交付金（河川事業）

長崎県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

相浦川広域河川改修事業 15,000

川棚川広域河川改修事業 25,000

長崎南圏域総合流域防災事業
（江川）

45,700

長崎南圏域総合流域防災事業
（鹿尾川）

40,000

長崎北圏域総合流域防災事業
（佐々川）

20,000

長崎南圏域総合流域防災事業
（須川川）

5,000

長崎南圏域総合流域防災事業
（高田川）

35,000

長崎南圏域総合流域防災事業
（山田川）

17,500

長崎北圏域総合流域防災事業
（宮村川）

75,000

長崎南圏域総合流域防災事業
（雪浦川）

50,000

長崎南圏域総合流域防災事業
（河川情報基盤）

25,000

長崎離島圏域総合流域防災事
業（久根川）

13,000

長崎離島圏域総合流域防災事
業（後の川）

5,000

江川川都市基盤河川改修事業 5,800

ハザードマップ作成 15,000

堰堤改良事業
（猫山ダム）

4,700

堰堤改良事業
（江永ダム）

2,400

堰堤改良事業
（野々川ダム）

8,600

堰堤改良事業
（福江ダム）

8,500

堰堤改良事業
（ケ知ダム）

42,900

堰堤改良事業
（仁田ダム）

47,900

堰堤改良事業
（目保呂ダム）

7,900

長崎南圏域総合流域防災事業
（ダム情報基盤）

195,000

長崎北圏域総合流域防災事業
（ダム情報基盤）

30,300

長崎離島圏域総合流域防災事
業（ダム情報基盤）

56,800

- 計 797,000

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）

第３次　自然災害に強い安全な県土づくりの推
進（防災・安全）

長崎県

長崎市

長崎県



日野川広域河川改修事業 100,000

長崎南圏域総合流域防災事業
（時津川）

62,500

相浦川特定構造物改築事業（長
寿命化対策）

1,000

小野川特定構造物改築事業（長
寿命化対策）

1,000

二反田川特定構造物改築事業
（長寿命化対策）

1,000

日野川特定構造物改築事業（長
寿命化対策）

1,000

長崎北圏域総合流域防災事業
（日宇川）

27,500

長崎南圏域総合流域防災事業
（中山西川）

37,000

長崎北圏域総合流域防災事業
（江迎川）

15,000

長崎南圏域総合流域防災事業
（郡川）

50,000

長崎離島圏域総合流域防災事
業（加志川）

20,000

長崎離島圏域総合流域防災事
業（佐護川）

23,000

長崎離島圏域総合流域防災事
業（田川）

5,000

長崎離島圏域総合流域防災事
業（釣道川）

15,000

よし川都市基盤河川改修事業 大村市 68,000

- 計 427,000

1,224,000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

第３次　自然災害に強い安全な県土づくりの推
進（防災・安全）（緊急対策）

長崎県



長崎県 （国費：千円）

計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

大宮川（二）火山砂防事業 825

紅葉谷川（イ）火山砂防事業 1,375

紅葉谷川（ロ）火山砂防事業 14,575

立岩川(ヘ)火山砂防事業 825

立岩川(ホ)火山砂防事業 825

荒平川（イ）火山砂防事業 13,750

浦川火山砂防事業 2,750

北村西台川火山砂防事業 2,750

戸町2丁目(7-2)地区急傾斜地崩壊対策事業 7,000

現川地区急傾斜地崩壊対策事業 900

陣の内（２）地区急傾斜地崩壊対策事業 6,750

長崎南圏域総合流域防災事業（砂防緊急改築） 12,750

長崎北圏域総合流域防災事業（砂防緊急改築） 10,000

長崎南圏域総合流域防災事業（急傾斜緊急改築） 6,750

長崎南圏域総合流域防災事業（長寿命化計画策定） 48,061

長崎北圏域総合流域防災事業（長寿命化計画策定） 31,939

161,825

草住川通常砂防事業 750

千代譲川（二）通常砂防事業 15,000

竿ノ浦川(ハ)通常砂防事業 6,000

大川通常砂防事業 1,500

松山川通常砂防事業 50,000

中原川通常砂防事業 5,000

琴石川通常砂防事業 100,000

妙泉寺川通常砂防事業 90,000

後川（イ）通常砂防事業 20,000

中木場川通常砂防事業 10,000

旅手越川（ロ）通常砂防事業 5,000

新港川（ロ）通常砂防事業 5,000

榎田川（イ）通常砂防事業 5,000

中尾川（ハ）通常砂防事業 55,000

紲子川通常砂防事業 1,500

宮ノ上川通常砂防事業 1,500

生ナ川（ロ）通常砂防事業 2,000

生ナ川（ハ）通常砂防事業 2,000

新港川（イ）通常砂防事業 5,000

先小路川通常砂防事業 5,000

第２次土砂災害に強い安全
な県土づくりの推進（防災・
安全）（重点）

長崎県

第３次自然災害に強い安全
な県土づくりの推進（防災・
安全）

長崎県

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



浜田川通常砂防事業 35,000

花川通常砂防事業 2,500

一重川通常砂防事業 32,500

佐須瀬在家川通常砂防事業 2,500

加藤川（ロ）通常砂防事業 15,000

加藤川（ニ）通常砂防事業 15,000

坂ノ間川（イ）通常砂防事業 7,500

卯麦浜川通常砂防事業 2,000

水頭川火山砂防事業 22,000

矢の平川火山砂防事業 4,950

大宮川（ニ）火山砂防事業 825

三川川（ヌ）火山砂防事業 1,650

紅葉谷川（ロ）火山砂防事業 14,575

紅葉谷川（イ）火山砂防事業 1,375

立岩川（ヘ）火山砂防事業 825

立岩川（ホ）火山砂防事業 825

小ヶ倉川（イ）火山砂防事業 5,500

小江小浦川（ホ）火山砂防事業 5,500

小江原川（ニ）火山砂防事業 5,500

鳴見川（チ）火山砂防事業 5,500

荒平川（イ）火山砂防事業 13,750

崎ノ谷川火山砂防事業 660

寺畑川火山砂防事業 1,210

山口谷川火山砂防事業 825

西泊川（イ）火山砂防事業 4,400

小角川火山砂防事業 2,530

下長瀬川火山砂防事業 550

脇の谷川火山砂防事業 1,650

浦川火山砂防事業 2,750

北村西台川火山砂防事業 2,750

上黒崎地区地すべり対策事業 500

曽段田地区地すべり対策事業 500

以下宿地区地すべり対策事業 500

寺坂地区地すべり対策事業 1,750

宮ノ原地区地すべり対策事業 500

大野地区地すべり対策事業 900

鷲尾岳地区地すべり対策事業 2,500

白井岳地区地すべり対策事業 600

立岩地区地すべり対策事業 3,485

里地区地すべり対策事業 2,500

星鹿地区地すべり対策事業 10,000

木浦原地区地すべり対策事業 8,500

坊ノ上地区地すべり対策事業 9,760

第３次自然災害に強い安全
な県土づくりの推進（防災・
安全）

長崎県



石宗地区地すべり対策事業 25,000

鶴山下地区地すべり対策事業 7,500

仲知地区地すべり対策事業 15,000

谷江地区地すべり対策事業 10,000

東山下地区地すべり対策事業 33,500

三川（３）地区急傾斜地崩壊対策事業 13,500

田中（２）地区急傾斜地崩壊対策事業 450

小ヶ倉１丁目（４）地区急傾斜地崩壊対策事業 450

赤迫（２）地区急傾斜地崩壊対策事業 6,750

多以良（４）地区急傾斜地崩壊対策事業 9,500

滑石３丁目（４）地区急傾斜地崩壊対策事業 19,000

大宮（３）地区急傾斜地崩壊対策事業 14,000

若竹（４）地区急傾斜地崩壊対策事業 14,250

大園（４）地区急傾斜地崩壊対策事業 40,500

金堀（６）地区急傾斜地崩壊対策事業 19,450

西北（５）地区急傾斜地崩壊対策事業 18,000

滑石３丁目（５）地区急傾斜地崩壊対策事業 18,000

金堀（１）地区急傾斜地崩壊対策事業 14,250

田中（６１）地区急傾斜地崩壊対策事業 16,000

大浜（１９）地区急傾斜地崩壊対策事業 16,500

滑石５丁目（６）地区急傾斜地崩壊対策事業 20,000

戸町２丁目 （７－１）地区急傾斜地崩壊対策事業 2,250

戸町２丁目（７－２）地区急傾斜地崩壊対策事業 7,000

現川地区急傾斜地崩壊対策事業 900

大園（３）地区急傾斜地崩壊対策事業 450

葉山２丁目（４）地区急傾斜地崩壊対策事業 450

三重（２）地区急傾斜地崩壊対策事業 8,000

上開田地区急傾斜地崩壊対策事業 20,000

陣の内（２）地区急傾斜地崩壊対策事業 6,750

有福（３）地区急傾斜地崩壊対策事業 12,000

白岳（１１）地区急傾斜地崩壊対策事業 12,000

梅田（３）地区急傾斜地崩壊対策事業 24,000

松瀬（２）地区急傾斜地崩壊対策事業 24,400

瀬戸越（６）地区急傾斜地崩壊対策事業 22,500

矢岳（５）地区急傾斜地崩壊対策事業 14,000

相浦（２）地区急傾斜地崩壊対策事業 27,000

勝海（５）地区急傾斜地崩壊対策事業 45,000

小島（９）地区急傾斜地崩壊対策事業 28,500

名切（１６）地区急傾斜地崩壊対策事業 14,250

長坂（１５）地区急傾斜地崩壊対策事業 20,000

折橋（１１）地区急傾斜地崩壊対策事業 1,600

黒髪（１２２）地区急傾斜地崩壊対策事業 27,000

白岳（５）地区急傾斜地崩壊対策事業 2,000

第３次自然災害に強い安全
な県土づくりの推進（防災・
安全）

長崎県



大黒（２）地区急傾斜地崩壊対策事業 2,000

鹿子前（６）地区急傾斜地崩壊対策事業 16,000

花高（４）地区急傾斜地崩壊対策事業 22,500

天神地区急傾斜地崩壊対策事業 2,000

日野地区急傾斜地崩壊対p策事業 13,500

庵浦（１）地区急傾斜地崩壊対策事業 18,000

吉福（２）地区急傾斜地崩壊対策事業 2,250

有福（７６）地区急傾斜地崩壊対策事業 2,250

長坂（９）地区急傾斜地崩壊対策事業 13,500

東浜（１１）地区急傾斜地崩壊対策事業 2,000

指方地区急傾斜地崩壊対策事業 2,250

南串地区急傾斜地崩壊対策事業 40,500

多以良地区急傾斜地崩壊対策事業 35,900

小川原地区急傾斜地崩壊対策事業 56,625

戸楽（２）地区急傾斜地崩壊対策事業 16,000

小奈良尾地区急傾斜地崩壊対策事業 38,000

今井崎地区急傾斜地崩壊対策事業 18,000

白川地区急傾斜地崩壊対策事業 4,500

賀谷（１）地区急傾斜地崩壊対策事業 1,425

長崎南圏域総合流域防災事業（砂防緊急改築） 12,750

長崎北圏域総合流域防災事業（砂防緊急改築） 10,000

長崎離島圏域総合流域防災事業（砂防緊急改築） 500

長崎南圏域総合流域防災事業（急傾斜緊急改築） 6,750

長崎南圏域総合流域防災事業（砂防） 27,500

長崎南圏域総合流域防災事業（情報基盤） 15,000

長崎南圏域総合流域防災事業（基礎調査） 58,723

長崎北圏域総合流域防災事業（基礎調査） 74,667

長崎離島圏域総合流域防災事業（基礎調査） 85,000

1,889,085

2,050,910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

第３次自然災害に強い安全
な県土づくりの推進（防災・
安全）

長崎県

小計



防災・安全交付金（海岸事業（河川））

長崎県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

東望海岸高潮対策事業 長崎県 19,000
香焼西海岸高潮対策事業 長崎県 20,000

亀浦海岸海岸堤防老朽化対策
緊急事業

長崎県 10,000

高島海岸海岸堤防老朽化対策
緊急事業

長崎県 11,000

榎津海岸海岸堤防老朽化対策
緊急事業

長崎県 22,000

貝鮒海岸海岸堤防老朽化対策
緊急事業

長崎県 55,000

濃部海岸海岸堤防老朽化対策
緊急事業

長崎県 55,000

位ノ端海岸海岸堤防老朽化対
策緊急事業

長崎県 11,000

- 計 203,000

203,000

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）

海岸における防災・減災対策の強化と適切な
管理の推進(防災・安全)（第２期）

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））

長崎県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

端島海岸環境整備事業 長崎市 10,000

- 計 10,000

10,000

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）

端島海岸における史跡保護のための環境整備
（第1期）

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）

長崎県 （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 長崎県 96,032
下水道施設の整備 壱岐市 15,000
下水道施設の整備 長与町 54,355
下水道施設の整備 時津町 8,750
下水道施設の整備 川棚町 10,000
下水道施設の整備 波佐見町 1,250
下水道施設の整備 小値賀町 1,500
下水道施設の整備 佐々町 7,500

- 計 194,387
下水道施設の整備 長崎市 593,423

- 計 593,423
下水道施設の整備 長崎市 204,869

- 計 204,869
下水道施設の整備 佐世保市 442,310

- 計 442,310
下水道施設の整備 諫早市 180,829

- 計 180,829
下水道施設の整備 大村市 93,675

- 計 93,675
下水道施設の整備 大村市 80,252

- 計 80,252
下水道施設の整備 松浦市 26,250
下水道施設の整備 南島原市 6,000

- 計 32,250
下水道施設の整備 雲仙市 13,950

- 計 13,950

1,835,945

※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）

第３期長崎県における汚水処理及び都市浸水
対策の推進（防災・安全）

第2期長崎市における災害に備えた下水道施
設の構築（防災・安全）

第2期長崎市における災害に備えた下水道施
設の構築（防災・安全）（重点）

佐世保市における安全・安心な社会基盤の形
成、都市浸水対策の推進（防災・安全）

快適諫早汚水処理施設整備計画（防災・安全）

大村市における汚水処理及び都市浸水対策の
推進（防災・安全）（重点）

大村市における汚水処理及び都市浸水対策の
推進（防災・安全）

第３期長崎県における汚水処理及び都市浸水
対策の推進（防災・安全）（重点）

雲仙市における持続可能な下水道計画（防災・
安全）

合計



社会資本整備総合交付金（下水道事業）

長崎県 （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 長崎県 49,500
下水道施設の整備 松浦市 4,000
下水道施設の整備 長与町 30,000
下水道施設の整備 佐々町 26,000

- 計 109,500
下水道施設の整備 長崎市 287,164

- 計 287,164
下水道施設の整備 佐世保市 914,600

- 計 914,600
下水道施設の整備 諫早市 464,500

- 計 464,500
下水道施設の整備 諫早市 25,000

- 計 25,000
下水道施設の整備 大村市 107,000

- 計 107,000
下水道施設の整備 大村市 10,000

- 計 10,000
下水道施設の整備 松浦市 81,000
下水道施設の整備 西海市 83,000
下水道施設の整備 東彼杵町 100,000
下水道施設の整備 川棚町 20,000
下水道施設の整備 波佐見町 24,750
下水道施設の整備 佐々町 10,000

- 計 318,750

2,236,514

快適諫早汚水処理施設整備計画

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）

第３期長崎県における汚水処理及び都市浸水
対策の推進

第2期長崎市における良好な水環境ネットワー
クの形成

佐世保市における快適で恵み豊かな環境をま
もる汚水処理の推進（重点）

快適諫早汚水処理施設整備計画（重点）

大村市における汚水処理及び都市浸水対策の
推進

大村市における汚水処理及び都市浸水対策の
推進（重点）

第３期長崎県における汚水処理及び都市浸水
対策の推進（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


