
兵 庫 県

水管理・国土保全局



平成３１年度当初予算　河川事業（直轄・兵庫県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

加古川 加古川 一般河川改修事業 3,180　 加東市
かとうし

、加古川市
かこがわし

、高砂市
たかさごし

、小野市
おのし

揖保川 揖保川 一般河川改修事業 1,166　 たつの市
し

、宍粟市
しそうし

、姫路市
ひめじし

円山川 円山川 一般河川改修事業 3,519　 豊岡市
とよおかし

淀川 猪名川 流域治水整備事業 1,091　
≪兵庫県

ひょうごけん

≫尼崎市
あまがさきし

、川西市
かわにしし

、伊丹市
いたみし

≪大阪府
おおさかふ

≫豊中市
とよなかし

、池田市
いけだし

円山川 円山川 河川工作物関連応急対策事業 70　 豊岡市
とよおかし

淀川 総合水系環境整備事業 608　

≪滋賀県
しがけん

≫守山市
もりやまし

≪京都府
きょうとふ

≫京都市
きょうとし

、八幡市
やわたし

、久御山町
くみやまちょう

、城陽市
じょうようし

、

               京田辺市
きょうたなべし

、井手町
いでちょう

、木津川市
きづがわし

、精華町
せいかちょう

、

               和束町
わづかちょう

、笠置町
かさぎちょう

≪大阪府
おおさかふ

≫大阪市
おおさかし

、池田市
いけだし

、守口
もりぐち

市
し

、摂津市
せっつし

、高槻市
たかつきし

、

               寝屋川市
ねやがわし

、枚方
ひらかたし

市

≪兵庫県
ひょうごけん

≫伊丹市
いたみし

加古川 総合水系環境整備事業 30　 加古川市
かこがわし

、小野市
おのし

、加東市
かとうし

、高砂
たかさご

市
し

揖保川 総合水系環境整備事業 26　 たつの市
し

、宍粟市
しそうし

、太子町
たいしちょう

、姫路市
ひめじし

円山川 総合水系環境整備事業 180　 豊岡市
とよおかし

（※）事業費は、複数都府県に施工箇所が存在する場合、その合計額を記載している。



平成３１年度当初予算　河川事業（補助・兵庫県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

八家川 八家川 事業間連携河川事業 286　 姫路市
ひ め じ し

加古川 杉原川 大規模特定河川事業 210　 西脇市
にしわきし

加古川 水田川 大規模特定河川事業 500　 加古川市
か こ が わ し

、播磨
は り ま

町
ちょう

東川 津門川 大規模特定河川事業 200　 西宮市
にしのみやし

新川 新川・東川 大規模特定河川事業 650　 西宮市
にしのみやし

明石川 明石川 大規模特定河川事業 440　 明石市
あ か し し



平成31年度　直轄砂防事業箇所別調書（兵庫県　１／２）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

ろっこうさんけい しんみなとがわ からすはらがわ きくすいだいさん・だいよんさぼうえんてい こうべし ひょうごく からすはらちょう

六甲砂防 砂防 六甲山系 新湊川 烏原川 菊水第三・第四砂防堰堤 神戸市 兵庫区 烏原町 砂防堰堤工 145
ろっこうさんけい ありのがわ みぎしけい からとかながけさぼうえんていぐん こうべし きたく ありのちょうからと

六甲山系 有野川 右支渓 唐櫃金懸砂防堰堤群 神戸市 北区 有野町唐櫃 砂防堰堤工 209
ろっこうさんけい みょうほうじがわ みぎしけい みょうじんだいさんさぼうえんてい こうべし すまく みょうじんちょう

六甲山系 妙法寺川 右支渓 明神第三砂防堰堤 神戸市 須磨区 明神町 砂防堰堤工 188
ろっこうさんけい みょうほうじがわ みょうじんごちょうめみぎしけい みょうじんだいにさぼうえんてい こうべし すまく みょうじんちょう

六甲山系 妙法寺川 明神5丁目右支渓 明神第二砂防堰堤 神戸市 須磨区 明神町 砂防堰堤工 188
ろっこうさんけい やまだがわ おおいけがわみぎしけい ここやまさぼうえんてい こうべし きたく やまだちょうおおいけ

六甲山系 山田川 大池川右支渓 古々山砂防堰堤 神戸市 北区 山田町大池 砂防堰堤工 90
ろっこうさんけい とががわ ひやなぎひだりしけい ひやなぎだいさんさぼうえんてい こうべし なだく しのはら

六甲山系 都賀川 日柳左支渓 日柳第三砂防堰堤 神戸市 灘区 篠原 砂防堰堤工 145
ろっこうさんけい たかはしがわ ふろのかわ ほくらさぼうえんていかいちく こうべし ひがしなだく もとやまちょう

六甲山系 高橋川 風呂之川 保久良砂防堰堤改築 神戸市 東灘区 本山町 砂防堰堤工 299
ろっこうさんけい やまだがわ おおいけみやまだいがわ おおいけみやまひがしさぼうえんてい こうべし きたく おおいけみやまだい

六甲山系 山田川 大池見山台川 大池見山東砂防堰堤 神戸市 北区 大池見山台 砂防堰堤工 90
ろっこうさんけい しんみなとがわ てんのうたにがわうし きんせいだいにさぼうえんてい こうべし ひょうごく ひらのちょうろくごたににしふくやま

六甲山系 新湊川 天王谷川右支 金清第二砂防堰堤 神戸市 兵庫区 平野町六五谷西服山 砂防堰堤工 90
ろっこうさんけい しんみなとがわ もとまつがわ すずらんさぼうえんていかいちく こうべし きたく やまだちょうしもたにがみなかいちりやま

六甲山系 新湊川 本松川 鈴蘭砂防堰堤改築 神戸市 北区 山田町下谷上中一里山 砂防堰堤工 50
ろっこうさんけい てんじょうがわ ざふくがはらだいにさぼうえんてい こうべし ひがしなだく もとやまちょうたなべ

六甲山系 天上川 座福ヶ原第二砂防堰堤 神戸市 東灘区 本山町田辺 砂防堰堤工 125
ろっこうさんけい しんみなとがわ からすはらがわ きくすいやまだいよんさぼうえんてい こうべし ひょうごく からすはらちょう

六甲山系 新湊川 烏原川 菊水山第四砂防堰堤 神戸市 兵庫区 烏原町 砂防堰堤工 110
ろっこうさんけい ちもりがわ ちもりがわさし あおやまだいさんさぼうえんてい こうべし すまく ひがしすまあおやま

六甲山系 千森川 千森川左支 青山第三砂防堰堤 神戸市 須磨区 東須磨青山 砂防堰堤工 108
ろっこうさんけい ちもりがわ ちもりがわさし あおやまだいよんさぼうえんてい こうべし すまく ひがしすまあおやま

六甲山系 千森川 千森川左支 青山第四砂防堰堤 神戸市 須磨区 東須磨青山 砂防堰堤工 106
ろっこうさんけい とががわ おばのやまひがしさぼうえんてい こうべし なだく しのはら

六甲山系 都賀川 伯母野山東砂防堰堤 神戸市 灘区 篠原 砂防堰堤工 282
ろっこうさんけい しゅくがわ なべたにさぼうえんてい にしのみやし じゅうりんじ

六甲山系 夙川 鍋谷砂防堰堤 西宮市 鷲林寺 砂防堰堤工 179
ろっこうさんけい しんみなとがわ いやがだにかわみぎしけい さとやまさぼうえんてい こうべし ひょうごく さとやまちょう

六甲山系 新湊川 イヤガ谷川右支渓 里山砂防堰堤 神戸市 兵庫区 里山町 砂防堰堤工 43
ろっこうさんけい やまだがわ はなやまかわ はなやまかわさぼうえんてい こうべし きたく やまだちょうかみたにがみ

六甲山系 山田川 花山川 花山川砂防堰堤 神戸市 北区 山田町上谷上 砂防堰堤工 43

箇所名事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 工　種
事業費
（百万円）



平成31年度　直轄砂防事業箇所別調書（兵庫県　２／２）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

ろっこうさんけい しんみなとがわ しんみなとがわうし ひよどりごえすじさぼうえんてい こうべし ひょうごく ひよどりごえすじ

六甲砂防 砂防 六甲山系 新湊川 新湊川右支 鵯越筋砂防堰堤 神戸市 兵庫区 鵯越筋 砂防堰堤工 180
ろっこうさんけい やまだがわ ふたつひかわ ふたつひかわさぼうえんてい こうべし きたく やまだちょうしもたにがみ

六甲山系 山田川 二ツ樋川 二ツ樋川砂防堰堤 神戸市 北区 山田町下谷上 砂防堰堤工 43
ろっこうさんけい やまだがわ みやのたにがわ みやのたにがわさぼうえんてい こうべし きたく やまだちょうかみたにがみ

六甲山系 山田川 宮ノ谷川 宮ノ谷川砂防堰堤 神戸市 北区 山田町上谷上 砂防堰堤工 43
ろっこうさんけい とががわ ろっこうがわ とがだにさぼうえんていかいちく こうべし なだく しのはら

六甲山系 都賀川 六甲川 都賀谷砂防堰堤改築 神戸市 灘区 篠原 砂防堰堤工 95
ろっこうさんけい すみよしがわ じごくだに もみじだにだいごさぼうえんてい こうべし ひがしなだく すみよしだい

六甲山系 住吉川 地獄谷 紅葉谷第五砂防堰堤 神戸市 東灘区 住吉台 砂防堰堤工 162
ろっこうさんけい とががわ おおつきがわ ひやなぎだいにさぼうえんていかいちく こうべし なだく しのはらなかやま

六甲山系 都賀川 大月川 日柳第二砂防堰堤改築 神戸市 灘区 篠原仲山 砂防堰堤工 162
ろっこうさんけい しゅくがわ しゅくがわ しゅくがわぐりーんべると にしのみやし くらくえんちょう

六甲山系 夙川 夙川 夙川グリーンベルト 西宮市 苦楽園町ほか 斜面対策工 20
ろっこうさんけい あしやがわ あしやがわ あしやがわぐりーんべると あしやし さんじょうちょう

六甲山系 芦屋川 芦屋川 芦屋川グリーンベルト 芦屋市 三条町ほか 斜面対策工 20
ろっこうさんけい たかはしがわ たかはしがわ たかはしがわぐりーんべると こうべし ひがしなだく

六甲山系 高橋川 高橋川 高橋川グリーンベルト 神戸市 東灘区 斜面対策工 316
ろっこうさんけい てんじょうがわ てんじょうがわ てんじょうがわぐりーんべると こうべし ひがしなだく

六甲山系 天上川 天上川 天上川グリーンベルト 神戸市 東灘区 斜面対策工 327
ろっこうさんけい すみよしがわ すみよしがわ すみよしがわぐりーんべると こうべし ひがしなだく

六甲山系 住吉川 住吉川 住吉川グリーンベルト 神戸市 東灘区 斜面対策工 80
ろっこうさんけい いしやがわ いしやがわ いしやがわぐりーんべると こうべし なだく

六甲山系 石屋川 石屋川 石屋川グリーンベルト 神戸市 灘区 斜面対策工 90
ろっこうさんけい とががわ とががわ とががわぐりーんべると こうべし なだく

六甲山系 都賀川 都賀川 都賀川グリーンベルト 神戸市 灘区 斜面対策工 220
ろっこうさんけい しんみなとがわ しんみなとがわ しんみなとがわぐりーんべると こうべし ながたく

六甲山系 新湊川 新湊川 新湊川グリーンベルト 神戸市 長田区 斜面対策工 20
ろっこうさんけい みょうほうじがわ みょうほうじがわ みょうほうじがわぐりーんべると こうべし すまく

六甲山系 妙法寺川 妙法寺川 妙法寺川グリーンベルト 神戸市 須磨区 斜面対策工 278
ろっこうさんけい しんいくたがわ しんいくたがわ しんいくたがわぐりーんべると こうべし ちゅうおうく

六甲山系 新生田川 新生田川 新生田川グリーンベルト 神戸市 中央区 斜面対策工 20
ろっこうさんけい うじがわ うじがわ うじがわぐりーんべると こうべし ひょうごく

六甲山系 宇治川 宇治川 宇治川グリーンベルト 神戸市 兵庫区 斜面対策工 20
ろっこうさんけい さかいがわ さかいがわ さかいがわぐりーんべると こうべし すまく

六甲山系 堺川 堺川 堺川グリーンベルト 神戸市 須磨区 斜面対策工 20

合計 ３６箇所 4,606

箇所名事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 工　種
事業費
（百万円）



砂防
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

事業間連携 まるやまがわ ひらたがわ とよおかし いずしちょう あらき さぼうえんていこう

砂防等事業 円山川 平田川 豊岡市 出石町 荒木 砂防堰堤工 30

よどがわ かしはらひがしだにがわ かわべぐん いながわちょう かしはら さぼうえんていこう

淀川 柏原東谷川 川辺郡 猪名川町 柏原 砂防堰堤工 30

かこがわ ふむろたにがわ たんばし あおがきちょう ふむろ さぼうえんていこう

加古川 文室谷川 丹波市 青垣町 文室 砂防堰堤工 20

かこがわ かみゆりがわ たんばし ひかみちょう ゆり さぼうえんていこう

加古川 上油利川 丹波市 氷上町 油利 砂防堰堤工 75

かこがわ おくやまがわ たんばし かいばらちょう みなが さぼうえんていこう

加古川 奥山川 丹波市 柏原町 見長 砂防堰堤工 150

かこがわ だんやまがわ たんばし かいばらちょう かみおぐら さぼうえんていこう

加古川 段山川 丹波市 柏原町 上小倉 砂防堰堤工 150

かこがわ とびよしたにがわ ささやまし みやしろ ようちそくりょう

加古川 飛吉谷川 篠山市 宮代 用地測量 20

かこがわ ふどうがたにがわ にしわきし くろだしょうちょう つまい さぼうえんていこう

加古川 不動ヶ谷川 西脇市 黒田庄町 津万井 砂防堰堤工 110

いぼがわ たきたにがわ ひめじし やすとみちょう すえひろ さぼうえんていこう

揖保川 滝谷川（２） 姫路市 安富町 末広 砂防堰堤工 50

きしだがわ おくがわ みかたぐん しんおんせんちょう くまだに さぼうえんていこう

岸田川 奥川 美方郡 新温泉町 熊谷 砂防堰堤工 70

きしだがわ あかさきがわ みかたぐん しんおんせんちょう あかさき さぼうえんていこう

岸田川 赤崎川 美方郡 新温泉町 赤崎 砂防堰堤工 60
きしだがわ 　　　　　　　　がわ みかたぐん しんおんせんちょう くまだに さぼうえんていこう

岸田川 ササンベ川 美方郡 新温泉町 熊谷 砂防堰堤工 55
やだがわ なかみちかわ みかたぐん かみちょう おじろくかんずい さぼうえんていこう

矢田川 中道川 美方郡 香美町 小代区神水 砂防堰堤工 45
むこがわ みちくたにがわ ささやまし いぬかい さぼうえんていこう

武庫川 道久谷川 篠山市 犬飼 砂防堰堤工 90
いちかわ てらのうえがわ あさごし いくのちょう くちがなや しょうさいせっけい

市川 寺の上川 朝来市 生野町 口銀谷 詳細設計 20

平成31年度　　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書
（兵庫県　1/4）

事業区分
所在地

水系名 渓流名



砂防
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

事業間連携 いちかわ おかざきがわ かんざきぐん かみかわちょう にいの さぼうえんていこう

砂防等事業 市川 岡崎川 神崎郡 神河町 新野 砂防堰堤工 100

いちかわ 　　　　　　　　たにがわ かんざきぐん いちかわちょう かみうしお さぼうえんていこう

市川 サスルキ谷川 神崎郡 市川町 上牛尾 砂防堰堤工 20

ゆめさきがわ こせばたがわ ひめじし ゆめさきちょう こせばた さぼうえんていこう

夢前川 古瀬畑川 姫路市 夢前町 古瀬畑 砂防堰堤工 60

おこくがわ すがはらちょう　がわ あいおいし すがはらちょう さぼうえんていこう

苧谷川 菅原町２川 相生市 菅原町 砂防堰堤工 42

ちくさがわ といのたにがわ しそうし ちくさちょう にしごうち さぼうえんていこう

千種川 樋の谷川 宍粟市 千種町 西河内 砂防堰堤工 50

すもとがわ みやけがわ みなみあわじし やまぞえ さぼうえんていこう

洲本川 三宅川 南あわじ市 山添 砂防堰堤工 40

21箇所 1,287

事業区分 水系名 渓流名
所在地

（兵庫県　2/4）

合計

平成31年度　　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書



急傾斜
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

事業間連携 との やぶし との ようへきこう

砂防等事業 外野 養父市 外野 擁壁工 48

にしほんむら みなみあわじし つい ようへきこう

西本村 南あわじ市 津井 擁壁工 52

しもあきさと さようぐん さようちょう しもあきさと ようちそくりょう

下秋里（２） 佐用郡 佐用町 下秋里 用地測量 4

いわや かんざきぐん かみかわちょう いわや ほうかいどしゃぼうごさくこう

岩屋（1） 神崎郡 神河町 岩屋 崩壊土砂防護柵工 44

たんひがし あこうぐん かみごおりちょう やまのさと ようへきこう

丹東（２） 赤穂郡 上郡町 山野里 擁壁工 66

はせ かんざきぐん かみかわちょう はせ ほうかいどしゃぼうごさくこう

長谷（1） 神崎郡 神河町 長谷 崩壊土砂防護柵工 48

6箇所 262
※急傾斜の事業費は補助基本額である

事業区分 水系名 箇所名
所在地

（兵庫県　3/4）

合計

平成31年度　　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書



工種 事業費 備考
市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

特定緊急 いぼがわ たかのがわ しそうし いちのみやちょう かわはらだ けいりゅうほぜんこう

砂防事業 揖保川 高野川 宍粟市 一宮町 河原田 渓流保全工 200

１箇所 200

事業区分 水系名 渓流名
所在地

（兵庫県　4/4）

合計

平成31年度　　特定緊急砂防事業費補助箇所別調書



近畿地方整備局（兵庫県） （単位：百万円）

事　業　名 海岸名 市町村名 事 業 費 備考

海岸保全施設整備事業 東播海岸 神戸市
こ う べ し

、明石市
あ か し し

656

兵庫県　計 656

平成３１年度　配分予算
（水管理・国土保全局海岸室所管　直轄海岸事業）


