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平成30年度当初 令和元年度当初 令和2年度当初

直轄

多目的ダム建設 102,724.876 102,414.939 89,474.061

河川総合開発 26,807.193 29,263.877 41,180.256

流況調整河川 675.089 2,317.063 3,069.638

水資源開発事業交付金 34,583.000 35,236.000 35,894.000

堰堤改良 4,222.135 3,560.229 4,423.808

堰堤維持 53,558.642 56,091.673
（57,073.673）

58,485.462
（60,794.462）

河川総合開発事業調査 261.100 264.675 259.675

直轄計 222,832.035 229,148.456
（230,130.456）

232,786.900
（235,095.900）

補助

河川総合開発 12,811.000 10,301.000 7,073.000

治水ダム等建設 12,863.000 14,672.000 16,591.000

補助計 25,674.000 24,973.000 23,664.000

合計 248,506.035 254,121.456
（255,103.456）

256,450.900
（258,759.900）

※直轄には上記の他、治水事業調査費がある。
※補助には上記の他、後進地域特例法適用団体補助率差額がある。
※一般会計国費ベース（工事諸費等を除く）
※（　）は臨時特別による措置含む

 5-1　ダム事業の概要
 5-1-1　ダム事業の予算・施工箇所数
（a）事業別内訳表（平成30～令和2年度予算） （単位：百万円）

 V　ダ　ム
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区　分
平成30年度 令和元年度 令和2年度

継続 新規 計 継続 新規 計 継続 新規 計

直
　
　
　
轄

多目的ダム 14 0 14 13 0 13 10 0 10
　建設工事 14 0 14 13 0 13 10 0 10
　実施計画調査 0 0 0 0 0 0 0 0 0
河川総合開発 11 3 14 13 3 16 14 5 19
　建設工事 9 1 10 9 0 9 9 2 11
　実施計画調査 2 2 4 4 3 7 5 3 8
流況調整河川 1 0 1 1 0 1 1 0 1
　建設工事 1 0 1 1 0 1 1 0 1
水資源機構 4 1 5 5 0 5 5 1 6
　建設工事 4 1 5 5 0 5 5 1 6

計 30 4 34 32 3 35 30 6 36

補
　
　
　
助

河川総合開発 17 0 17 16 0 16 15 0 15
　建設工事 17 0 17 16 0 16 15 0 15
治水ダム建設 16 0 16 16 1 17 16 2 18
　建設工事 15 0 15 15 0 15 14 0 14
　実施計画調査 1 0 1 1 1 2 2 2 4

計 33 0 33 32 1 33 31 2 33
合　計 63 4 67 64 4 68 61 8 69

※ 検証中の事業を含む。
※ 藤原・奈良俣再編ダム再生事業は、藤原ダムは河川総合開発事業、奈良俣ダムは水資源開発事業と
してそれぞれ事業を行っている。
※ 丹生ダムは、ダム事業の検証を行い、平成28年7月、中止の対応方針を決定しているが、事業廃止に
伴う追加的に必要となる工事を現在実施中である。

（b）箇　所　数　（　事　業　数　）
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 5-1-2　ダム建設事業一覧 （令和2年度事業中箇所）

都　道
府県名

直轄事業 水機構事業
建設 実施計画調査 建設 実施計画調査

北海道

沙流川総合開発
（二風谷※1、平
取）、幾春別川総
合開発（新桂沢、
三笠ぽんべつ）

雨竜川ダム再生
（雨竜第一、雨竜
第二）

青　森

岩　手 北上川上流ダム再
生（四十四田、御所）

宮　城 鳴瀬川総合開発
（筒砂子、漆沢）

秋　田 成瀬、鳥海
山　形
福　島
茨　城 霞ヶ浦導水
栃　木 思川開発△

群　馬 藤原・奈良俣再編
ダム再生（藤原）

藤原・奈良俣再編
ダム再生（奈良俣
ダム関係）（奈良俣）

埼　玉
千　葉
東　京
神奈川
新　潟
山　梨

長　野

三峰川総合開発
（美和）、大町ダム
等再編（大町、高
瀬、七倉）

富　山 利賀
石　川

岐　阜 新丸山 木曽川水系連絡導
水路

静　岡 天竜川ダム再編
（佐久間）
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都　道
府県名

直轄事業 水機構事業
建設 実施計画調査 建設 実施計画調査

愛　知 設楽 矢作ダム再生
三　重 川上

福　井 足羽川 九頭竜川上流ダム
再生

滋　賀 大戸川 丹生※2
京　都 天ケ瀬ダム再開発
大　阪
兵　庫
奈　良
和歌山
鳥　取
島　根

岡　山 旭川中上流ダム再
生（旭川、湯原）

広　島
山　口
徳　島 長安口ダム改造 小見野々ダム再生
香　川
愛　媛 山鳥坂
高　知 早明浦ダム再生

福　岡 筑後川水系ダム群
連携

佐　賀 城原川
長　崎 本明川
熊　本 川辺川、立野
大　分
宮　崎 岩瀬ダム再生
鹿児島
沖　縄

△=渇水対策ダム事業
※1　既に完成しているダム
※2　平成28年度にダム検証にて「中止」の対応方針を決定
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都　道
府県名

補助事業（河川総合開発） 補助事業（治水ダム建設）
建設 実施計画調査 建設 実施計画調査

北海道 佐幌ダム再生
青　森 駒込
岩　手 簗川
宮　城 川内沢
秋　田
山　形
福　島 千五沢再開発
茨　城
栃　木
群　馬
埼　玉
千　葉
東　京
神奈川

新　潟

胎内川総合開発
（奥胎内※、胎内
川）、儀明川、新
保川再開発

鵜川

山　梨

長　野 角間 松川再開発 裾花川流域ダム再
生（奥裾花、裾花）

富　山
石　川
岐　阜 水無瀬 大島、内ケ谷
静　岡
愛　知
三　重 鳥羽河内
福　井 吉野瀬川
滋　賀
京　都
大　阪 安威川
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都　道
府県名

補助事業（河川総合開発） 補助事業（治水ダム建設）
建設 実施計画調査 建設 実施計画調査

兵　庫 引原ダム再生
奈　良
和歌山
鳥　取

島　根
浜田川総合開発（浜
田※、第二浜田）、
波積、矢原川

岡　山
広　島
山　口 平瀬、大河内川 木屋川再開発
徳　島
香　川 椛川、五名再開発 長柄再開発
愛　媛

高　知 和食、春遠（春遠
第1、春遠第2）

福　岡
佐　賀

長　崎

石木、長崎水害緊
急（西山※、本河
内高部※、本河内
低部※、中尾※、
浦上）

熊　本

大　分 竹田水害緊急（稲
葉※、玉来）

宮　崎
鹿児島
沖　縄

※　既に完成しているダム
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  5-1-13　ダム再生事業の一覧
①ダム再生（再開発）事業のダム一覧【事業中】 令和 2年 4月 1日時点

事業中の再生（再開発）ダム
合計（直轄＋水機構＋補助）　35ダム

<直轄ダム>

再生（再開発）
ダム名 読み仮名 水系名 級 地方区分 ダム所在

都道府県 事業主体① 事業主体②

1 新桂沢ダム しんかつらざわ 石狩川 1級 北海道 北海道 北海道開発局 国土交通省

2 雨竜第一ダム うりゅうだいいち 石狩川 1級 北海道 北海道 北海道開発局 国土交通省

3 雨竜第二ダム うりゅうだいに 石狩川 1級 北海道 北海道 北海道開発局 国土交通省

4 漆沢ダム うるしざわ 鳴瀬川 1級 東北 宮城県 東北地方整備局 国土交通省

5 四十四田ダム しじゅうしだ 北上川 1級 東北 岩手県 東北地方整備局 国土交通省

6 御所ダム ごしょ 北上川 1級 東北 岩手県 東北地方整備局 国土交通省

7 藤原ダム ふじわら 利根川 1級 関東 群馬県 関東地方整備局 国土交通省

8 奈良俣ダム ならまた 利根川 1級 関東 群馬県 （独）水資源機構（独）水資源機構

9 大町ダム おおまち 信濃川 1級 北陸 長野県 北陸地方整備局 国土交通省

10 高瀬ダム たかせ 信濃川 1級 北陸 長野県 北陸地方整備局 国土交通省

11 七倉ダム ななくら 信濃川 1級 北陸 長野県 北陸地方整備局 国土交通省

12 佐久間ダム さくま 天竜川 1級 中部 静岡県／
愛知県 中部地方整備局 国土交通省

13 新丸山ダム しんまるやま 木曽川 1級 中部 岐阜県 中部地方整備局 国土交通省

14 矢作ダム やはぎ 矢作川 1級 中部 岐阜県／
愛知県 中部地方整備局 国土交通省

15 美和ダム みわ 天竜川 1級 中部 長野県 中部地方整備局 国土交通省

16 天ヶ瀬ダム あまがせ 淀川 1級 近畿 京都府 近畿地方整備局 国土交通省

17 九頭竜ダム くずりゅう 九頭竜
川 1級 近畿 福井県 近畿地方整備局 国土交通省

18 旭川ダム あさひがわ 旭川 1級 中国 岡山県 中国地方整備局 国土交通省

19 湯原ダム ゆばら 旭川 1級 中国 岡山県 中国地方整備局 国土交通省

20 長安口ダム ながやすぐち 那賀川 1級 四国 徳島県 四国地方整備局 国土交通省

21 小見野々ダム こみのの 那賀川 1級 四国 徳島県 四国地方整備局 国土交通省

22 早明浦ダム さめうら 吉野川 1級 四国 高知県 （独）水資源機構 （独）水資源機構

23 岩瀬ダム いわせ 大淀川 1級 九州 宮崎県 九州地方整備局 国土交通省
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<補助ダム>

再生（再開発）
ダム名 読み仮名 水系名 級 地方区分 ダム所在

都道府県 事業主体① 事業主体②

1 佐幌ダム さほろ 十勝川 1級 北海道 北海道 北海道 都道府県

2 千五沢ダム せんござわ 阿武隈川 1級 東北 福島県 福島県 都道府県

3 松川ダム まつかわ 天竜川 1級 関東 長野県 長野県 都道府県

4 裾花ダム すそばな 信濃川 1級 関東 長野県 長野県 都道府県

5 奥裾花ダム おくすそばな 信濃川 1級 関東 長野県 長野県 都道府県

6 胎内川ダム たいないがわ 胎内川 2級 北陸 新潟県 新潟県 都道府県

7 新保川ダム しんぼがわ 国府川 2級 北陸 新潟県 新潟県 都道府県

8 引原ダム ひきはら 揖保川 1級 近畿 兵庫県 兵庫県 都道府県

9 木屋川ダム こやがわ 木屋川 2級 中国 山口県 山口県 都道府県

10 五名ダム ごみょう 湊川 2級 四国 香川県 香川県 都道府県

11 長柄ダム ながら 綾川 2級 四国 香川県 香川県 都道府県

12 浦上ダム うらかみ 浦上川 2級 九州 長崎県 長崎県 都道府県

②ダム再生（再開発）事業のダム一覧【完成】 令和 2年 4月 1日時点

完成した再生（再開発）ダム
合計（直轄＋補助）　35ダム

<直轄ダム>

再生（再開発）
ダム名 読み仮名 水系名 級 地方区分 ダム所在

都道府県 事業主体① 事業主体②

1 夕張シューパロダム ゆうばりしゅーぱろ 石狩川 1級 北海道 北海道 北海道開発局 国土交通省

2 胆沢ダム いさわ 北上川 1級 東北 岩手県 東北地方整備局 国土交通省

3 津軽ダム つがる 岩木川 1級 東北 青森県 東北地方整備局 国土交通省

4 長井ダム ながい 最上川 1級 東北 山形県 東北地方整備局 国土交通省

5 浅瀬石川ダム あせいしがわ 岩木川 1級 東北 青森県 東北地方整備局 国土交通省

6 川治ダム かわじ 利根川 1級 関東 栃木県 関東地方整備局 国土交通省

7 五十里ダム いかり 利根川 1級 関東 栃木県 関東地方整備局 国土交通省

8 横山ダム よこやま 木曽川 1級 中部 岐阜県 中部地方整備局 国土交通省

9 鹿野川ダム かのがわ 肱川 1級 四国 愛媛県 四国地方整備局 国土交通省
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再生（再開発）
ダム名 読み仮名 水系名 級 地方区分 ダム所在

都道府県 事業主体① 事業主体②

10 下筌ダム しもうけ 筑後川 1級 九州 大分県／
熊本県 九州地方整備局 国土交通省

11 松原ダム まつばら 筑後川 1級 九州 大分県 九州地方整備局 国土交通省

12 鶴田ダム つるだ 川内川 1級 九州 鹿児島県 九州地方整備局 国土交通省

13 福地ダム ふくじ 福地川 2級 沖縄 沖縄県 沖縄総合事務局 内閣府

14 金武ダム きん 億首川 2級 沖縄 沖縄県 沖縄総合事務局 内閣府

15 倉敷ダム くらしき 比謝川 2級 沖縄 沖縄県 沖縄総合事務局 内閣府

<補助ダム>

再生（再開発）
ダム名 読み仮名 水系名 級 地方区分 ダム所在

都道府県 事業主体① 事業主体②

1 新中野ダム しんなかの 亀田川 2級 北海道 北海道 北海道 都道府県

2 花山ダム はなやま 北上川 1級 東北 宮城県 宮城県 都道府県

3 坂本ダム さかもと 利根川 1級 関東 群馬県 群馬県 都道府県

4 中禅寺ダム ちゅうぜんじ 利根川 1級 関東 栃木県 栃木県 都道府県

5 藤井川ダム ふじいがわ 那珂川 1級 関東 茨城県 茨城県 都道府県

6 笠堀ダム かさぼり 信濃川 1級 北陸 新潟県 新潟県 都道府県

7 熊野川ダム くまのがわ 神通川 1級 北陸 富山県 富山県 都道府県

8 狭山池ダム さやまいけ 大和川 1級 近畿 大阪府 大阪府 都道府県

9 白川ダム しらかわ 大和川 1級 近畿 奈良県 奈良県 都道府県

10 川上ダム かわかみ 富田川 2級 中国 山口県 山口県 都道府県

11 笹倉ダム ささくら 益田川 2級 中国 島根県 島根県 都道府県

12 美田ダム みた 美田川 2級 中国 島根県 島根県 都道府県

13 浜田ダム はまだ 浜田川 2級 中国 島根県 島根県 都道府県

14 内海ダム うちのみ 別当川 2級 四国 香川県 香川県 都道府県

15 萱瀬ダム かやぜ 郡川 2級 九州 長崎県 長崎県 都道府県

16 西山ダム にしやま 中島川 2級 九州 長崎県 長崎県 都道府県

17 氷川ダム ひかわ 氷川 2級 九州 熊本県 熊本県 都道府県

18 本河内高部ダム ほんごうちこうぶ 中島川 2級 九州 長崎県 長崎県 都道府県

19 本河内低部ダム ほんごうちていぶ 中島川 2級 九州 長崎県 長崎県 都道府県

20 南畑ダム みなみはた 那珂川 2級 九州 福岡県 福岡県 都道府県
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