
 

 

 

平成２１年１０月９日 

                                                            国 土 交 通 省            

河 川 局 治 水 課 

 

 

 

 

平成２１年度におけるダム事業の進め方について（補足説明） 

 
 

１０月９日に発表した大臣コメントについては、直轄事業と水資源機構事業の合計５６

事業のうち、既存施設の機能増強を目的とする８事業を除く４８事業に対する予算執行の

「考え方」を述べたものであり、一部で報道されている「４８事業の凍結」を意味するも

のではありません。 

そこで述べた「新たな段階に入らない」との考え方に照らせば、４８事業は次のように

分類できます。 

 

① 当初予定していた新たな段階に入ることになる本体工事または本体関連工事の着

手を取りやめる事業 

・ ４事業（沙流川総合開発（平取ダム）、サンルダム、思川開発、木曽川水系連絡

導水路） 

 

② 当初予定していた新たな段階に入ることになる転流工の工事の着手を取りやめる

事業 

・ １事業（小石原川ダム） 

 

③ 当初予定していた新たな段階に入ることになる用地買収の着手を取りやめる事業 

・ １事業（山鳥坂ダム） 

 

④ 当初から新たな段階に入る予定がなく、当初計画どおり予算を執行する事業 

• ４２事業 

 

お問い合わせ先 

  国土交通省河川局治水課企画専門官 森川、岩崎 

  ＴＥＬ（代表）：（０３）５２５３－８１１１  

森川（内線：３５５１５） 

岩崎（内線：３５６５２） 

        （直通）：（０３）５２５３－８４５３，５２５３－８４５６ 
 



事業実施中の国土交通省所管ダム事業一覧【直轄・水資源機構】（平成２１年４月１日現在）

No 事業主体 段階 事業名 備考

1 北海道開発局 建設 幾春別川総合開発 （現段階を継続）

2 北海道開発局 建設 夕張シューパロダム （現段階を継続）

☆ 3 北海道開発局 建設 沙流川総合開発
現段階を継続するとともに、平取ダムは、本
体のための工事用道路には着手しない。

☆ 4 北海道開発局 建設 サンルダム
現段階を継続するとともに、本体工事には
着手しない。

5 北海道開発局 建設 留萌ダム （現段階を継続し、平成21年度完成予定）

6 東北地整 建設 津軽ダム （現段階を継続）

7 東北地整 建設 胆沢ダム （現段階を継続）

8 東北地整 建設 森吉山ダム （現段階を継続）

9 東北地整 建設 成瀬ダム （現段階を継続）

10 東北地整 建設 長井ダム （現段階を継続）

11 関東地整 建設 湯西川ダム （現段階を継続）

12 関東地整 建設 霞ヶ浦導水 （現段階を継続）

13 関東地整 建設 八ッ場ダム （現段階を継続）

14 北陸地整 建設 利賀ダム （現段階を継続）

15 中部地整 建設 三峰川総合開発

16 中部地整 建設 新丸山ダム （現段階を継続）

17 中部地整 建設 横山ダム再開発

18 中部地整 建設 設楽ダム （現段階を継続）

19 中部地整 建設 天竜川ダム再編

20 近畿地整 建設 足羽川ダム （現段階を継続）

21 近畿地整 建設 大戸川ダム （現段階を継続）

22 近畿地整 建設 大滝ダム （現段階を継続）

23 近畿地整 建設 天ヶ瀬ダム再開発

24 近畿地整 建設 紀の川大堰 （現段階を継続し、平成21年度完成予定）

25 中国地整 建設 殿ダム （現段階を継続）

26 中国地整 建設 尾原ダム （現段階を継続）

27 中国地整 建設 志津見ダム （現段階を継続）

参考資料

：平成２１年度完成予定

：既存施設の機能を増強する事業

：平成２２年度より中止

凡例

：平成21年度に新たな段階に入る予定だったが、
　該当する工事の契約や用地の買収などは行わない事業

☆



事業実施中の国土交通省所管ダム事業一覧【直轄・水資源機構】（平成２１年４月１日現在）

No 事業主体 段階 事業名 備考

28 四国地整 建設 長安口ダム改造

29 四国地整 建設 中筋川総合開発 （現段階を継続）

☆ 30 四国地整 建設 山鳥坂ダム
現段階を継続するとともに、用地の買収に
は着手しない。

31 四国地整 建設 鹿野川ダム改造

32 九州地整 建設 大分川ダム （現段階を継続）

33 九州地整 建設 嘉瀬川ダム （現段階を継続）

34 九州地整 建設 川辺川ダム （現段階を継続）

35 九州地整 建設 立野ダム （現段階を継続）

36 九州地整 建設 本明川ダム （現段階を継続）

37 九州地整 建設 鶴田ダム再開発

38 沖縄総合事務局 建設 沖縄東部河川総合開発 （現段階を継続）

39 沖縄総合事務局 建設 沖縄北西部河川総合開発 （現段階を継続）

☆ 40 水資源機構 建設 思川開発
現段階を継続するとともに、導水路工事に
は着手しない。

41 水資源機構 建設 武蔵水路改築　

42 水資源機構 建設 川上ダム　 （現段階を継続）

43 水資源機構 建設 丹生ダム （現段階を継続）

☆ 44 水資源機構 建設 小石原川ダム
現段階を継続するとともに、転流工には着
手しない。

45 水資源機構 建設 大山ダム （現段階を継続）

☆ 46 水資源機構 建設 木曽川水系連絡導水路
現段階を継続するとともに、導水路工事の
ための進入路には着手しない。

47 水資源機構 建設 滝沢ダム （現段階を継続）

48 東北地整 実施計画調査 鳴瀬川総合開発 （現段階を継続）

49 東北地整 実施計画調査 鳥海ダム （現段階を継続）

50 関東地整 実施計画調査 荒川上流ダム再開発 （現段階を継続）

51 関東地整 実施計画調査 吾妻川上流総合開発 （現段階を継続）

52 関東地整 実施計画調査 利根川上流ダム群再編 （現段階を継続）

53 中部地整 実施計画調査 上矢作ダム （現段階を継続し、平成21年度で中止）

54 九州地整 実施計画調査 筑後川水系ダム群連携 （現段階を継続）

55 九州地整 実施計画調査 城原川ダム （現段階を継続）

56 九州地整 実施計画調査 七滝ダム （現段階を継続）

：平成２１年度完成予定

：既存施設の機能を増強する事業

：平成２２年度より中止

凡例

：平成21年度に新たな段階に入る予定だったが、
　該当する工事の契約や用地の買収などは行わない事業

☆


