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※　個別の案件の詳細（個票）は、国土交通省のホームページをご覧ください。

   （https://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/kokudoseisaku_tk9_000021.html）

    また、各案件をクリックすると詳細（個票）のページが開きます。 

【事前防災・減災対策】

事業費
国費

（配分額）

１．洪水対策・浸水対策

河川（直轄）

(１) 河川改修事業 名取川水系名取川 国土交通省 宮城県 仙台市若林区種次地先 149.000 149.000

(２) 河川改修事業 岩木川水系岩木川 国土交通省 青森県 北津軽郡鶴田町大性地先 298.000 298.000

(３) 河川改修事業 仁淀川水系日下川 国土交通省 高知県 高岡郡日高村下分地先 1,220.000 1,220.000

計 3件 1,667.000 1,667.000

２．津波対策

海岸（補助）

防災・安全社会資本整備交付金事業

（交付金計画名：千葉県における総合的な高潮・津波・侵食
対策の推進）

計 1件 136.000 68.000

３．道路の安全対策

一般国道(直轄）

(５) 道路維持管理事業 一般国道228号 国土交通省 北海道 松前郡松前町字荒谷 80.000 80.000

(６) 道路維持管理事業 一般国道25号 国土交通省 三重県 亀山市関町越川 210.000 210.000

地方道(補助）

社会資本整備総合交付金事業

（交付金計画名：元気で安全・安心な兵庫の道づくり（国土
強靱化（交通・物流）））

(８) 道路更新防災等対策事業 主要地方道米沢飯豊線 山形県 山形県 西置賜郡飯豊町小坂 900.000 450.000

計 4件 1,918.000 1,104.000

４．航路の安全対策

海上交通（直轄）

(９) 船舶交通安全基盤整備事業 氷見漁港 海上保安庁 富山県 氷見市今町唐島 80.000 80.000

計 1件 80.000 80.000

事前防災・減災対策　計 9件 3,801.000 2,919.000

兵庫県 豊岡市戸牧 728.000 364.000

事業主体名 施行地

(４) 南九十九里一号地区海岸 千葉県 千葉県 長生郡一宮町一宮地先外 136.000 68.000

(７) 一般県道豊岡インター線 兵庫県
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令和２年度 第３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

（配分額）

１．洪水対策・浸水対策

河川（直轄）

(１０) 河川改修事業 富士川水系笛吹川 国土交通省 山梨県 笛吹市春日居町桑戸地先 150.000 150.000

(１１) 河川改修事業 富士川水系釜無川 国土交通省 山梨県
中央市臼井阿原地先・南アルプ
ス市浅原地先

400.000 400.000

(１２) 河川改修事業 斐伊川水系中海 国土交通省 島根県 松江市大海崎町地先ほか 355.000 355.000

(１３) 河川維持修繕事業 最上川水系最上川上流 国土交通省 山形県
村山市土生田地先
～米沢市中田町地先

343.700 343.700

(１４) 河川維持修繕事業 最上川水系最上川中流 国土交通省 山形県
最上郡戸沢村大字古口地先
～村山市田沢地先

199.000 199.000

(１５) 河川維持修繕事業 最上川水系最上川下流 国土交通省 山形県
酒田市宮野浦地先
～最上郡戸沢村大字古口地先

125.000 125.000

(１６) 河川維持修繕事業 赤川水系赤川 国土交通省 山形県
酒田市浜中地先
～鶴岡市熊出地先

93.000 93.000

河川（補助）

防災・安全社会資本整備交付金事業

（交付金計画名：総合的な浸水対策及び海岸侵食対策（防
災・安全））

(１８) 大規模特定河川事業 最上川水系大旦川 山形県 山形県 村山市河島地先 200.000 100.000

防災・安全社会資本整備交付金事業

（交付金計画名：総合的な治水対策の推進（防災・安全））

防災・安全社会資本整備交付金事業

（交付金計画名：「新五流域総合治水対策プラン」に基づい
た総合的な治水対策の推進（防災・安全））

防災・安全社会資本整備交付金事業

（交付金計画名：熊本県下における総合的なハード・ソフト
一体となった治水対策の推進（防災・安全））

防災・安全社会資本整備交付金事業

（交付金計画名：安全で安心して暮らせる豊の国の川づくり
（防災・安全））

防災・安全社会資本整備交付金事業

（交付金計画名：安全で安心して暮らせる豊の国の川づくり
（防災・安全））

計 14件 3,238.700 2,452.200

２．崖崩れ・地すべり対策

砂防(補助）

防災・安全社会資本整備交付金事業

（交付金計画名：災害予防・減災のための着実な基盤づくり
の推進による安全・安心社会の実現（防災・安全））

地方道（補助）

(２５) 道路更新防災等対策事業 主要地方道山東大江線 京都府 京都府 福知山市大江町橋谷 57.000 28.500

防災・安全社会資本整備交付金事業

（交付金計画名：安心・安全な暮らしを実現する道路インフ
ラ整備（防災・安全））

治山（直轄）

(２７) 国有林野内治山事業 麦生土 林野庁 高知県
香美市物部町麦生土国有林23林
班

271.000 271.000

計 4件 452.369 379.600

３．航路の安全対策

海上交通(直轄）

(２８) 船舶交通安全基盤整備事業 黄島 海上保安庁 長崎県 五島市大島字大窪 30.000 30.000

(２９) 船舶交通安全基盤整備事業 糸満漁港沖ほか 海上保安庁 沖縄県 糸満市糸満漁港沖ほか 207.350 207.350

(３０) 船舶交通安全基盤整備事業 草垣島 海上保安庁 鹿児島県
南さつま市笠沙町片浦字草掻上
島

250.000 250.000

(３１) 船舶交通安全基盤整備事業 伊良湖岬 海上保安庁 愛知県 田原市大字伊良湖字古山 60.000 60.000

(３２) 船舶交通安全基盤整備事業 室戸岬 海上保安庁 高知県 室戸市室戸岬町大字坊屋敷 166.163 166.163

計 5件 713.513 713.513

再度災害防止対策　計 23件 4,404.582 3,545.313

総　計 32件 8,205.582 6,464.313

27.000 13.500

(２６) 主要地方道西之表南種子線 鹿児島県 鹿児島県 熊毛郡中種子町増田地内 97.369 66.600

(２４) 日向地区 和歌山県 和歌山県 田辺市中辺路町西谷地内

200.000 100.000

(２３) 筑後川水系大肥川 大分県 大分県 日田市大字大肥地先 200.000 100.000

(２２) 大分川水系大分川 大分県 大分県
由布市庄内町東長宝地先、
挾間町挾間地先

198.000 99.000

(２１) 佐敷川水系佐敷川 熊本県 熊本県 葦北郡芦北町白岩地先 340.000 170.000

(２０) 木曽川水系飛騨川 岐阜県 岐阜県
高山市久々野町渚地先
～無数河地先

400.000 200.000

(１９) 余川川水系余川川 富山県 富山県 氷見市余川地先 35.000 17.500

(１７) 最上川水系大旦川 山形県 山形県 村山市河島地先

事業主体名 施行地

［金額単位：百万円］
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事業名

https://www.mlit.go.jp/common/001374465.pdf#page=1
https://www.mlit.go.jp/common/001374465.pdf#page=2
https://www.mlit.go.jp/common/001374465.pdf#page=3
https://www.mlit.go.jp/common/001374465.pdf#page=4
https://www.mlit.go.jp/common/001374465.pdf#page=5
https://www.mlit.go.jp/common/001374465.pdf#page=6
https://www.mlit.go.jp/common/001374465.pdf#page=7
https://www.mlit.go.jp/common/001374465.pdf#page=8
https://www.mlit.go.jp/common/001374465.pdf#page=9
https://www.mlit.go.jp/common/001374465.pdf#page=10
https://www.mlit.go.jp/common/001374465.pdf#page=11
https://www.mlit.go.jp/common/001374465.pdf#page=12
https://www.mlit.go.jp/common/001374465.pdf#page=13
https://www.mlit.go.jp/common/001374465.pdf#page=14
https://www.mlit.go.jp/common/001374465.pdf#page=15
https://www.mlit.go.jp/common/001374465.pdf#page=16
https://www.mlit.go.jp/common/001374465.pdf#page=17
https://www.mlit.go.jp/common/001374465.pdf#page=18
https://www.mlit.go.jp/common/001374465.pdf#page=19
https://www.mlit.go.jp/common/001374465.pdf#page=20
https://www.mlit.go.jp/common/001374465.pdf#page=21
https://www.mlit.go.jp/common/001374465.pdf#page=22

