
大 分 県

水管理・国土保全局



令和３年度当初予算　河川事業（直轄・大分県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

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

大分川 大分川 一般河川改修事業 469　 大分市
おおいたし

大野川 大野川 一般河川改修事業 242　 大分市
おおいたし

番匠川 番匠川 一般河川改修事業 220　 佐伯市
さ い き 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

山国川 山国川 河川工作物関連応急対策事業 195　 中津市
な か つ し

大分川 大分川 河川工作物関連応急対策事業 30　 大分市
おおいたし

大野川 大野川 河川工作物関連応急対策事業 109　 大分市
おおいたし

（※）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・大分県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

山国川 山国川（下流） 大規模特定河川事業 380　 中津市
な か つ し

山国川 山国川 大規模特定河川事業 150　 中津市
な か つ し

筑後川 二串川 大規模特定河川事業 180　 日田市
ひ た し

高山川 高山川 大規模特定河川事業 70　 杵築市
き つ き し

八坂川 八坂川 大規模特定河川事業 250　 杵築市
き つ き し



大分県

　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。

( 5,310)

河川整備事業費 5,310 

　治水ダム等建設事業費補助

( 5,310)

　　建設工事 5,310 

( 5,310)

竹田水害緊急治水ダム 5,310 玉来ダム

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）

大規模特定 さかいかわ いたちかわ べっぷし みなみたていし

砂防等事業 境川 板地川 別府市 南立石 渓流保全工 2
さかいかわ さかいかわ べっぷし みなみたていし

境川 境川 別府市 南立石 砂防堰堤工 117

小計 ２箇所 119

事業間連携 かつらがわ たてびらたにがわ きつきし おおたくつかけ

砂防等事業 桂川 立平谷川 杵築市 太田沓掛 砂防堰堤工 1
そのた ひみがわに つくみし ひみ

その他 日見川２ 津久見市 日見 砂防堰堤工 41
ばんじょうがわ さんのうだにがわ さいきし はせ

番匠川 山王谷川 佐伯市 長谷 砂防堰堤工 1
そのた まるばえがわ さいきし かみうらあざむいうら

その他 丸ばえ川 佐伯市 上浦浅海井浦 砂防堰堤工 1
やまぐにがわ ひらばるしもがわ なかつし やばけいまちおおの

山国川 平原下川 中津市 耶馬溪町大野 砂防堰堤工 1
やまぐにがわ くちのはやしかわかみ なかつし やばけいまちとばる

山国川 口ノ林川上 中津市 耶馬溪町戸原 砂防堰堤工 33
やっかんがわ やざきがわ① うさし あじむまちやざき

駅館川 矢崎川① 宇佐市 安心院町矢崎 砂防堰堤工 40

小計 ７箇所 118

９箇所 237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（大分県　1/3）

事業区分 水系名 渓流名 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 ちくごがわ かみたにかわ ひたし かみつえまちかみのだ

砂防事業 筑後川 上谷川 日田市 上津江町上野田 砂防堰堤工 15
ちくごがわ みやたかわ ひたし なかつえむらとちの

筑後川 宮田川 日田市 中津江村栃野 砂防堰堤工 15

２箇所 30

令和３年度　当初予算　特定緊急砂防事業費補助箇所別調書（大分県　2/3）

事業区分 水系名 渓流名 所在地

合計



工種 事業費 備考
市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

特定緊急 おおいたがわ かしわの ゆふし はさままちかしわの

地すべり事業 大分川 柏野 由布市 挾間町柏野 杭工 20

１箇所 20

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（大分県　3/3）

事業区分 水系名 渓流名 所在地

合計



令和３年度当初予算　下水道事業

都道府県名：大分県 （単位：千円）

大分市賀来地区未普及解消事業 大分市 民間活力イノベーション推進下水道事業 40,000 20,000

大分市下水汚泥燃料化事業 大分市 民間活力イノベーション推進下水道事業 20,000 10,000

計 60,000 30,000

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）

大分県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

熊崎川広域河川改修事業 10,000

大谷川広域河川改修事業 60,000

大野川（中）広域河川改修事業 40,000

平井川（下）広域河川改修事業 10,000

二串川広域河川改修事業 20,000
渡里川広域河川改修事業 15,000
井崎川広域河川改修事業 35,000

久留須川（上）広域河川改修事
業

20,000

山国川広域河川改修事業 40,000
野上川広域河川改修事業 50,000
中江川特定構造物改築事業 5,000

大野川圏域総合流域防災事業
（臼杵川）

20,000

大分川圏域総合流域防災事業
（横瀬川）

5,000

大野川圏域総合流域防災事業
（濁淵川）

5,000

大野川圏域総合流域防災事業
（宮谷川）

20,000

番匠川圏域総合流域防災事業
（提内川）

20,000

山国・国東圏域総合流域防災事
業（武蔵川）

80,000

山国・国東圏域総合流域防災事
業

9,000

青江ダム堰堤改良事業 3,600
黒沢ダム堰堤改良事業 4,200
安岐ダム堰堤改良事業 29,700
床木ダム堰堤改良事業 4,200
野津ダム堰堤改良事業 2,400

番匠川圏域総流防事業（北川ダ
ム・黒沢ダム・床木ダム・青江ダ
ム）

15,900

- 計 524,000

524,000

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）

安全で安心して暮らせる豊の国の川づくり（防
災・安全）

大分県

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）

大分県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

大分川圏域総流防事業（芹川） 21,000

大野川圏域総流防事業（玉来
川）

49,000

- 計 70,000

70,000

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）

親しみをもてやすらぎのある豊の国の川づくり
大分県

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



大分県 （国費：千円）

計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

東小川川通常砂防事業 1,500

串ヶ迫川通常砂防事業 4,504

中村川通常砂防事業 16,000

通山川通常砂防事業 2,500

尾久保川②通常砂防事業 2,125

一尺屋川通常砂防事業 9,500

花合野川通常砂防事業 30,000

井無田川２通常砂防事業 7,000

高浜川通常砂防事業 500

津志河内川２通常砂防事業 16,553

丑ヶ谷川通常砂防事業 7,750

中村川１通常砂防事業 500

小福手谷川通常砂防事業 500

下長岩屋川火山砂防事業 28,050

観海寺川火山砂防事業 54,586

東八幡川③火山砂防事業 1,100

横道川３号火山砂防事業 24,750

中大山川①火山砂防事業 29,150

水取川②火山砂防事業 27,500

芝原川②火山砂防事業 2,750

宮原川火山砂防事業 20,062

上小原地区急傾斜地崩壊対策事業 10,000

大園C地区急傾斜地崩壊対策事業 11,250

２号海添地区急傾斜地崩壊対策事業 11,400

彦之内地区急傾斜地崩壊対策事業 4,500

長瀬地区急傾斜地崩壊対策事業 9,000

中山地区急傾斜地崩壊対策事業 13,500

上下木地区急傾斜地崩壊対策事業 6,000

殿町地区急傾斜地崩壊対策事業 4,800

田原地区急傾斜地崩壊対策事業 9,000

尾園地区急傾斜地崩壊対策事業 10,000

次倉中央②地区急傾斜地崩壊対策事業 9,000

第二笹ケ平地区急傾斜地崩壊対策事業 19,000

山国・国東圏域緊急改築事業（砂防） 10,000

大分川圏域緊急改築事業（砂防） 10,000

大野川圏域緊急改築事業（砂防） 12,500

筑後川圏域緊急改築事業（砂防） 10,000

土砂災害に強い県土づくり
の推進（防災・安全）（重点）2
期

大分県

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）



番匠川圏域緊急改築事業（砂防） 10,000

大分川圏域緊急改築事業（地すべり） 2,500

大野川圏域緊急改築事業（地すべり） 7,500

番匠川圏域緊急改築事業（地すべり） 2,500

筑後川圏域緊急改築事業（地すべり） 5,000

山国・国東圏域緊急改築事業（急傾斜） 28,500

大野川圏域緊急改築事業（急傾斜） 30,125

筑後川圏域緊急改築事業（急傾斜） 14,250

番匠川圏域緊急改築事業（急傾斜） 28,000

大分川圏域総合流域防災事業（長寿命化） 50,000

625,205

利光川通常砂防事業 14,250

福良川通常砂防事業 4,000

竹野浦川通常砂防事業 625

郷野平川二支渓通常砂防事業 500

栗栖川通常砂防事業 4,500

中会川通常砂防事業 2,250

中崎川通常砂防事業 18,820

吉竹川通常砂防事業 7,000

上園川火山砂防事業 550

長野川①火山砂防事業 550

大分川火山砂防事業 550

竹田川②火山砂防事業 1,100

専道川火山砂防事業 550

野矢川１号火山砂防事業 550

伏木川火山砂防事業 1,100

五名川火山砂防事業 550

二日市川火山砂防事業 22,000

鶴見岳・伽藍岳火山噴火緊急減災対策事業 52,000

九重山火山噴火緊急減災対策事業 50,500

瀬の口地区地すべり対策事業 35,000

乙原地区地すべり対策事業 5,000

明礬地区地すべり対策事業 6,000

細田地区地すべり対策事業 10,000

山内地区地すべり対策事業 7,500

古江地区急傾斜地崩壊対策事業 10,800

永代橋北地区急傾斜地崩壊対策事業 19,970

新町地区急傾斜地崩壊対策事業 13,500

小猪尾地区急傾斜地崩壊対策事業 9,500

湛水地区急傾斜地崩壊対策事業 11,875

南田代地区急傾斜地崩壊対策事業 10,000

２号廻栖地区急傾斜地崩壊対策事業 11,875

田原地区急傾斜地崩壊対策事業 11,250

土砂災害に強い県土づくり
の推進（防災・安全）（重点）2
期

大分県

土砂災害に強い県土づくり
の推進（防災・安全）2期

大分県

小計



２号深江地区急傾斜地崩壊対策事業 22,500

上宮本南地区急傾斜地崩壊対策事業 9,900

津久見浦地区急傾斜地崩壊対策事業 9,900

徳浦宮町地区急傾斜地崩壊対策事業 9,900

双葉南地区急傾斜地崩壊対策事業 8,000

徳浦本町地区急傾斜地崩壊対策事業 10,450

白潟地区急傾斜地崩壊対策事業 4,500

岸河内地区急傾斜地崩壊対策事業 9,900

脇２号地区急傾斜地崩壊対策事業 9,000

日向泊地区急傾斜地崩壊対策事業 9,900

２号荒網代浦地区急傾斜地崩壊対策事業 8,000

宮ノ下地区急傾斜地崩壊対策事業 9,000

佐土原地区急傾斜地崩壊対策事業 9,900

河内地区急傾斜地崩壊対策事業 13,500

海崎２号地区急傾斜地崩壊対策事業 12,000

波越２号地区急傾斜地崩壊対策事業 11,250

高月地区急傾斜地崩壊対策事業 12,000

須留木地区急傾斜地崩壊対策事業 9,000

上ノ地地区急傾斜地崩壊対策事業 19,000

脇１号地区急傾斜地崩壊対策事業 4,500

近地地区急傾斜地崩壊対策事業 17,575

次倉中央地区急傾斜地崩壊対策事業 11,250

濁淵地区急傾斜地崩壊対策事業 9,000

七里地区急傾斜地崩壊対策事業 11,250

井の尻２地区急傾斜地崩壊対策事業 11,250

西２地区急傾斜地崩壊対策事業 15,750

朝日地区急傾斜地崩壊対策事業 10,000

法恩寺地区急傾斜地崩壊対策事業 10,000

森ノ本地区急傾斜地崩壊対策事業 11,250

深耶馬地区急傾斜地崩壊対策事業 33,155

道の上地区急傾斜地崩壊対策事業 13,500

乙井屋敷地区急傾斜地崩壊対策事業 9,500

日岳地区急傾斜地崩壊対策事業 11,250

筑後川圏域総合流域防災事業（流木補足） 500

大分川圏域総合流域防災事業（情報基盤） 55,000

効果促進事業 25,150

811,695

1,436,900

※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

土砂災害に強い県土づくり
の推進（防災・安全）2期

大分県

小計

合計



防災・安全交付金（海岸事業（河川））

大分県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

海岸堤防等老朽化対策緊急事
業

大分県 33,000

- 計 33,000

33,000

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）

県民の命と暮らしを守る社会資本整備と老朽
化対策の推進（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



社会資本整備総合交付金（海岸事業（河川））

大分県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

国東海岸環境整備事業 大分県 20,000

- 計 20,000

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）

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）

大分県 （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 大分市 1,178,500
- 計 1,178,500

下水道施設の整備 大分市 592,325
- 計 592,325

下水道施設の整備 別府市 485,288
下水道施設の整備 中津市 289,500
下水道施設の整備 日田市 117,040
下水道施設の整備 佐伯市 129,958
下水道施設の整備 臼杵市 73,800
下水道施設の整備 津久見市 45,750
下水道施設の整備 豊後高田市 52,370
下水道施設の整備 杵築市 51,300
下水道施設の整備 宇佐市 12,000
下水道施設の整備 国東市 113,726
下水道施設の整備 日出町 64,250

- 計 1,434,982
下水道施設の整備 別府市 31,400
下水道施設の整備 中津市 106,500
下水道施設の整備 日田市 29,500
下水道施設の整備 佐伯市 42,000
下水道施設の整備 臼杵市 57,500
下水道施設の整備 豊後高田市 10,470
下水道施設の整備 杵築市 5,000
下水道施設の整備 宇佐市 29,000

- 計 311,370

3,517,177

※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）

おおいたの下水道の防災力向上（防災・安全）
（重点計画）

おおいたの下水道の防災力向上

おんせん県おおいたの下水道　第２期防災安
全対策（防災・安全）

おんせん県おおいたの下水道　第２期雨水・地
震津波対策(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）

大分県 （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 大分県 4,950
下水道施設の整備 別府市 54,700
下水道施設の整備 中津市 152,400
下水道施設の整備 日田市 6,000
下水道施設の整備 佐伯市 100,000
下水道施設の整備 津久見市 5,700
下水道施設の整備 豊後高田市 59,750
下水道施設の整備 杵築市 32,800
下水道施設の整備 国東市 27,650
下水道施設の整備 日出町 15,000

- 計 458,950
下水道施設の整備 大分市 943,000

- 計 943,000
下水道施設の整備 宇佐市 531,600

- 計 531,600

1,933,550

※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）

おんせん県おおいたの下水道　第２期未普及
対策（重点計画）

おおいたのきれいな水環境の形成（重点計画）

カチあるまちうさの下水道　未普及対策（重点
計画）

合計


