
別添３

【事前防災・減災対策】

事業費 国費

１．洪水対策

河川（直轄）

(１) 河川改修事業 利根川水系利根川 国土交通省 千葉県 銚子市富川町地先 873.00 873.00

(２) 河川改修事業 信濃川水系大河津分水路 国土交通省 新潟県 燕市渡部地先 797.00 797.00

(３) 河川改修事業 淀川水系淀川 国土交通省 大阪府
大阪市西淀川区大和田地先
～大阪市此花区伝法地先

995.00 995.00

(４) 河川改修事業 太田川水系三篠川 国土交通省 広島県 広島市安佐北区上深川地先 610.00 610.00

(５) 河川改修事業 遠賀川水系遠賀川 国土交通省 福岡県 飯塚市目尾地先 995.00 995.00

河川（補助）

(６) 防災・安全社会資本整備交付金事業 中村川水系中村川 青森県 青森県
西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町地
先

250.00 125.00

(７) 防災・安全社会資本整備交付金事業 高瀬川水系赤川 青森県 青森県 上北郡七戸町貝塚家ノ前地先 30.00 15.00

(８) 防災・安全社会資本整備交付金事業 阿武隈川水系山舟生川 福島県 福島県 伊達市梁川町山舟生地先 300.00 150.00

(９) 防災・安全社会資本整備交付金事業 相模川水系目久尻川 神奈川県 神奈川県 綾瀬市吉岡地先 70.00 35.00

(１０) 防災・安全社会資本整備交付金事業 鶴見川水系矢上川 神奈川県 神奈川県 川崎市宮前区梶ケ谷地先 300.00 150.00

(１１) 防災・安全社会資本整備交付金事業 信濃川水系信濃川 新潟県 新潟県 中魚沼郡津南町芦ケ崎甲地先 150.00 75.00

(１２) 防災・安全社会資本整備交付金事業 庄内川水系堀川 名古屋市 愛知県
名古屋市中川区山王二丁目地
先、松重町地先

100.00 50.00

(１３) 防災・安全社会資本整備交付金事業 都田川水系堀留川 静岡県 静岡県 浜松市西区入野町地先 200.00 100.00

(１４) 防災・安全社会資本整備交付金事業 与市明川水系与市明川 高知県 高知県 宿毛市錦地先 440.00 220.00

ダム（水資源機構）

(１５) 水資源開発事業交付金事業 利根川水系利根川 水資源機構
千葉県
茨城県

香取郡東庄町新宿地先
神栖市太田地先

560.00 96.88

ダム（補助）

(１６) 防災・安全社会資本整備交付金事業 那珂川水系藤井川　外 茨城県 茨城県 東茨城郡城里町下古内地先　外 145.00 58.00

(１７) 防災・安全社会資本整備交付金事業 利根川水系中川 埼玉県 埼玉県 幸手市大字権現堂地先 20.00 8.00

(１８) 防災・安全社会資本整備交付金事業 信濃川水系湯川　外 長野県 長野県
北佐久郡御代田町大字豊昇字清
水平地先　外

113.00 44.58

(１９) 防災・安全社会資本整備交付金事業 千代川水系佐治川　外 鳥取県 鳥取県 鳥取市佐治町尾際地先　外 60.00 24.00

(２０) 防災・安全社会資本整備交付金事業 日宇川水系日宇川　外 長崎県 長崎県 佐世保市黒髪町字高尾地先　外 6.00 2.40

(２１) 防災・安全社会資本整備交付金事業 西荒川ダム 栃木県 栃木県 塩谷郡塩谷町上寺島地先 30.00 12.00

(２２) 防災・安全社会資本整備交付金事業 東荒川ダム 栃木県 栃木県 塩谷郡塩谷町上寺島地先 35.00 12.39

(２３) 防災・安全社会資本整備交付金事業 塩原ダム 栃木県 栃木県 那須塩原市金沢地先 25.00 10.00

計 ２３件 7,104.00 5,458.25

２．崖崩れ・落石対策

一般国道(直轄）

(２４) 道路維持管理事業 一般国道229号 国土交通省 北海道 積丹郡積丹町字野塚3475林班 250.00 250.00

地方道(補助）

(２５) 防災・安全社会資本整備交付金事業 一般県道矢倉沢仙石原 神奈川県 神奈川県 南足柄市矢倉沢 70.00 35.00

(２６) 道路更新防災等対策事業 市道赤岩港２号線 気仙沼市 宮城県 気仙沼市赤岩港 38.00 19.00

計 ３件 358.00 304.00

３．高潮対策

海岸(補助）

(２７) 防災・安全社会資本整備交付金事業 横浜港海岸金沢地区 横浜市 神奈川県 横浜市金沢区幸浦地先 2,560.00 1,024.00

計 １件 2,560.00 1,024.00

事前防災・減災対策　計 27件 10,022.00 6,786.25

令和２年度 第１回 防災・減災対策等強化事業推進費 執行地区一覧表

［金額単位：百万円］

種　別

事業主体名 施行地

実施計画額

事業名



令和２年度 第１回 防災・減災対策等強化事業推進費 執行地区一覧表

【再度災害防止対策】

事業費 国費

１．崖崩れ対策

一般国道(補助）

(２８) 防災・安全社会資本整備交付金事業 一般国道418号 長野県 長野県 下伊那郡天龍村神原 1,800.00 990.00

(２９) 道路更新防災等対策事業 一般国道136号 静岡県 静岡県 賀茂郡西伊豆町仁科 210.00 105.00

地方道(補助）

(３０) 道路更新防災等対策事業 一般県道大野八幡線 石川県 石川県 小松市花坂町 30.00 15.00

計 ３件 2,040.00 1,110.00

再度災害防止対策　計 3件 2,040.00 1,110.00

総　計 30件 12,062.00 7,896.25

［金額単位：百万円］

種　別

事業主体名 施行地

実施計画額

事業名


