
令和元年に被災した河川の改良復旧関係事業

○令和元年東日本台風などにより被災した河川について、改良復旧※関係事業（令和元年分）を新たに採択しました。

○河川の改良復旧に関する総事業費は、過去１０年で最大となりました。

【主な事業箇所】

秋山川【栃木県】
約75億円
（うち改良復旧 約59億円）

・河道掘削、堤防整備など
夏井川被災状況

秋山川被災状況

一宮川【千葉県】
約159億円
（うち改良復旧 約157億円）

・河道掘削、堤防嵩上など
夏井川被災状況

← 茂原市役所

一宮川流域浸水状況

金丸川・池町川【福岡県】
約126億円
（うち改良復旧 約126億円）

・調節池整備、放水路整備など
夏井川被災状況

池町川浸水状況

総事業費 ： 約 6,920 億円
災害復旧 約 1,630 億円
（ 国： 708億円、県等： 923億円）
改良復旧 約 5,289 億円
（ 国：3,989億円、県等：1,300億円）

永野川【栃木県】
約192億円
（うち改良復旧 約177億円）

・河道掘削、堤防整備など
夏井川被災状況

永野川浸水状況

信濃川水系緊急治水対策
プロジェクト 約1,768億円

多摩川緊急治水対策
プロジェクト 約191億円

六角川水系緊急治水対策
プロジェクト 約418億円

（
入
間
川
）

阿武隈川緊急治水対策
プロジェクト 約1,840億円

入間川流域緊急治水対策
プロジェクト 約338億円

※災害復旧に併せて行う再度災害防止対策 河川大規模災害関連事業、河川等災害関連事業、河川等災害復旧助成事業、河川激甚災害対策特別緊急事業、
大規模特定河川事業、浸水対策重点地域緊急事業（防災・安全交付金）

小泉川【福島県】
約70億円
（うち改良復旧 約64億円）

・河道掘削、堤防整備など
小泉川浸水状況

こいずみ

吉田川・新たな水害に
強いまちづくりプロジェクト 約271億円

よしだ

夏井川・好間川【福島県】
約265億円
（うち改良復旧 約246億円）

・河道掘削、堤防整備など
夏井川被災状況

夏井川浸水状況

なつい よしま

久慈川緊急治水対策
プロジェクト 約350億円

く じ

那珂川緊急治水対策
プロジェクト 約665億円
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※令和元年に被災した河川の改良復旧関係事業費で、既採択分も含む



■令和元年に被災した河川の改良復旧関係事業一覧 単位：百万円

災害復旧 改良復旧 事業名

吉田川・善川 国 26,678 2,623 24,055 大規模災害関連事業

その他河川 宮城県 397 397 0 （災害復旧事業）

阿武隈川下流 国 9,725 1,163 8,562 大規模災害関連事業

新川・内川・五福谷川 国（権限代行） 21,770 8,790 12,980 災害復旧助成事業

雉子尾川 宮城県 2,665 915 1,750 大規模特定河川事業

その他河川 宮城県 3,529 3,529 0 （災害復旧事業）

阿武隈川上流・広瀬川・荒川・杉田川・笹原川・社川 国 112,038 12,146 99,891 大規模災害関連事業

滝川外７河川 国（権限代行） 833 833 0 （災害復旧事業）

山舟生川 関連 福島県 820 422 398 災害関連事業

広瀬川 関連(ﾐﾆ) 福島県 541 361 180 災害関連事業

移川 関連 福島県 1,644 854 790 災害関連事業

安達太田川 関連 福島県 717 359 358 災害関連事業

塩野川 福島県 1,406 206 1,200 大規模特定河川事業

濁川 福島県 1,266 66 1,200 大規模特定河川事業

谷田川 福島県 3,233 733 2,500 大規模特定河川事業

その他河川 福島県 23,795 23,795 0 （災害復旧事業）

小泉川 小泉川 関連(ﾐﾆ) 福島県 6,991 576 6,415 災害関連事業／浸水対策重点地域緊急事業

宇多川 宇多川 助成 福島県 5,442 715 4,727 災害復旧助成事業

夏井川 夏井川・好間川 助成 福島県 26,546 1,906 24,640 災害復旧助成事業

久慈川,里川,山田川 国 16,242 2,074 14,168 大規模災害関連事業

久慈川 国（権限代行） 16,636 3,738 12,898 災害復旧助成事業

浅川 国（権限代行） 499 499 0 （災害復旧事業）

里川 関連(ﾐﾆ) 茨城県 527 352 175 災害関連事業

その他河川 茨城県 1,105 1,105 0 （災害復旧事業）

那珂川・涸沼川・桜川・藤井川 国 44,706 4,546 40,160 大規模災害関連事業

その他河川 茨城県 727 727 0 （災害復旧事業）

那珂川・荒川 国 7,410 5,589 1,821 大規模災害関連事業

荒川（塩谷） 助成 栃木県 6,005 3,296 2,709 災害復旧助成事業

その他河川 栃木県 7,700 7,700 0 （災害復旧事業）

思川 助成 栃木県 2,296 843 1,453 災害復旧助成事業

永野川 助成 栃木県 19,229 1,482 17,747 災害復旧助成事業

秋山川 関連 栃木県 7,483 1,575 5,908 災害関連事業／河川激甚災害対策特別緊急事業

黒川 関連(ﾐﾆ) 栃木県 374 210 164 災害関連事業

豊穂川 小山市 5,289 0 5,289 浸水対策重点地域緊急事業

群馬県 利根川 吾妻川 関連(ﾐﾆ) 群馬県 587 414 173 災害関連事業

利根川 利根川上流 国 2,301 2,118 183 災害関連事業

入間川・越辺川・都幾川・小畔川 国 31,849 2,088 29,761 大規模災害関連事業

都幾川 助成 埼玉県 1,973 545 1,428 災害復旧助成事業

その他河川 埼玉県 2 2 0 （災害復旧事業）

千葉県 一宮川 一宮川 千葉県 15,913 213 15,700 河川激甚災害対策特別緊急事業／大規模特定河川事業

東京都 多摩川 多摩川,浅川 国 14,510 1,956 12,554 大規模災害関連事業

神奈川県 多摩川 多摩川 国 4,627 874 3,753 大規模災害関連事業

信濃川 国 17,378 2,918 14,459 大規模災害関連事業

魚野川 国 312 212 99 災害関連事業

その他河川 新潟県 4,764 4,764 0 （災害復旧事業）

千曲川,犀川 国 96,810 10,040 86,770 大規模災害関連事業

千曲川 国（権限代行） 6,883 6,883 0 （災害復旧事業）

夜間瀬川 国（権限代行） 1,312 1,312 0 （災害復旧事業）

千曲川下流 助成 長野県 2,638 401 2,237 災害復旧助成事業

千曲川上流（谷川・田子川・滑津川） 助成 長野県 9,622 1,704 7,918 災害復旧助成事業

（普）高岡川 関連(ﾐﾆ) 長野市 410 329 81 災害関連事業

（砂）南沢 関連 長野県 638 320 318 災害関連事業

余地川 関連(ﾐﾆ) 長野県 473 297 176 災害関連事業

抜井川 関連(ﾐﾆ) 長野県 754 456 298 災害関連事業

沢山川 関連(ﾐﾆ) 長野県 385 235 150 災害関連事業

（砂）小川 関連(ﾐﾆ) 長野県 431 299 132 災害関連事業

岡田川 長野県 1,913 63 1,850 大規模特定河川事業

浅川・三念沢 長野県 4,352 352 4,000 浸水対策重点地域緊急事業

その他河川 長野県 27,986 27,986 0 （災害復旧事業）

静岡県 安倍川 安倍川 国 216 150 66 災害関連事業

福岡県 筑後川 金丸川・池町川 福岡県 12,620 0 12,620 浸水対策重点地域緊急事業

六角川・牛津川 国 35,000 0 35,000 河川激甚災害対策特別緊急事業

牛津川 国 1,918 202 1,716 大規模災害関連事業

武雄川・広田川・山犬原川 佐賀県 3,411 11 3,400 河川激甚災害対策特別緊急事業

その他河川 佐賀県 1,471 1,471 0 （災害復旧事業）

熊本県 球磨川 市房ダム 関連(ﾐﾆ) 熊本県 127 91 36 災害関連事業

大里川 大里川 鹿児島県 1,580 180 1,400 大規模特定河川事業

大浦川 大浦川 鹿児島県 534 34 500 大規模特定河川事業

691,963 163,045 528,918

佐賀県

合計

埼玉県

栃木県

那珂川

荒川

鹿児島県

水系名 河川名

利根川

那珂川

全体事業費

福島県

六角川

鳴瀬川

宮城県

阿武隈川

阿武隈川

長野県 信濃川

新潟県 信濃川

茨城県

久慈川

都県名 事業主体


