
福 島 県

水管理・国土保全局



平成３１年度当初予算　河川事業（直轄・福島県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

阿武隈川 阿武隈川上流 一般河川改修事業 2,613　 福島
ふくしま

市
し

、本宮市
もとみやし

、郡山市
こおりやまし

阿賀野川 阿賀川 一般河川改修事業 857　 喜多方市
きたかたし

、会津坂下町
あいづばんげまち

阿武隈川 阿武隈川上流 河川都市基盤整備事業 278　 本宮市
もとみやし

阿武隈川 阿武隈川上流 河川工作物関連応急対策事業 20　 郡山市
こおりやまし

、福島市
ふくしまし

阿武隈川 総合水系環境整備事業 105　 桑折町
こおりまち

、本宮
もとみや

市
し

阿賀野川 総合水系環境整備事業 201　
≪福島県

ふくしまけん

≫会津坂下町
あいづばんげまち

、湯川村
ゆがわむら

≪新潟県
にいがたけん

≫阿賀野市
あがのし

（※）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・福島県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

阿武隈川 逢瀬川 事業間連携河川事業 634　 郡
こおりやまし

山市

阿武隈川 南川 事業間連携河川事業 33　 郡
こおりやまし

山市

夏井川 右支夏井川 大規模特定河川事業 420　 小野町
お の ま ち



福島県

　補助ダム事業
（単位：百万円） 

国庫補助基本額

（事業費）

上段（　　　）書きは共同費、

下段は公共費である。

( 753)

河川整備事業費 753 

　治水ダム建設事業費補助

( 753)

　　建 設 工 事 753 

( 753)

千五沢ダム再開発 753 

事項 備　　　　考ダム名



平成31年度　直轄砂防事業箇所別調書（福島県　１／１）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

あぶくまがわすいけい あらかわ しおのかわ しおのかわだいななさぼうえんてい ふくしまし さばら、つちゆおんせんまち

福島河川国道 火山砂防 阿武隈川水系 荒川 塩の川 塩の川第７砂防堰堤 福島市 佐原、土湯温泉町 砂防堰堤工 404
あぶくまがわすいけい あらかわ あらかわ あらかわりゅうろこう ふくしまし つちゆおんせんまち

阿武隈川水系 荒川 荒川 荒川流路工 福島市 土湯温泉町 流路工 196
あぶくまがわすいけい すかわ しもたかゆさわ しもたかゆさわだいいちさぼうえんてい ふくしまし まちにわさか

阿武隈川水系 須川 下高湯沢 下高湯沢第１砂防堰堤 福島市 町庭坂 砂防堰堤工 272
あぶくまがわすいけい すかわ ふどうさわ ふどうさわだいよんさぼうえんてい ふくしまし ざいにわさか

阿武隈川水系 須川 不動沢 不動沢第４砂防堰堤 福島市 在庭坂 砂防堰堤工 103
あぶくまがわすいけい すかわ あまどがわ あまどがわだいにさぼうえんてい ふくしまし まちにわさか

阿武隈川水系 須川 天戸川 天戸川第２砂防堰堤 福島市 町庭坂 砂防堰堤工 20
あぶくまがわすいけい まつかわ まえかわ まえかわだいいちさぼうえんてい ふくしまし おおざそう

阿武隈川水系 松川 前川 前川第１砂防堰堤 福島市 大笹生 砂防堰堤工 102

合計 ６箇所 1,097

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　　直轄地すべり対策事業箇所別調書（福島県 １/１）
事務所名 事業区分 地区名 工種 事業費

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

たきさか やまぐん にしあいづまち とよす はいすい　　　 

阿賀野川河川 地すべり対策 滝坂 耶麻郡 西会津町 豊洲 排水トンネル工

しゅうすいせいこう

集水井工 693

１箇所 693合計

所在地



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 あぶくまがわ だいさくさわ だてぐん かわまたまち おおさく さぼうえんていこう

砂防等事業 阿武隈川 大作沢 伊達郡 川俣町 大作 砂防堰堤工 92
あぶくまがわ びぜんさくさわ たむらし ときわまち ときわ さぼうえんていこう

阿武隈川 備前作沢 田村市 常葉町 常葉 砂防堰堤工 80

くじがわ ながさわ ひがししらかわぐん たなぐらまち やつき さぼうえんていこう

久慈川 長沢 東白川郡 棚倉町 八槻 砂防堰堤工 85

くじがわ なかおれどさわ ひがししらかわぐん たなぐらまち うるしのくさ さぼうえんていこう

久慈川 仲折戸沢 東白川郡 棚倉町 漆草 砂防堰堤工 88

４箇所 345

（福島県　1/1）

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

合計

事業区分
所在地

水系名 渓流名



平成３１年度予算　下水道防災事業 福島県

【浸水対策下水道事業（事業間連携下水道事業）】（整備局配分）

（単位：千円）

箇所名 国　　費 事　業　費

郡山市 874,800 1,749,600

福島県計 874,800 1,749,600
※事業費欄は補助対象事業費であり、参考値である。



平成３１年度予算　地方創生整備推進交付金 福島県

【地方創生汚水処理施設整備推進交付金（公共下水道分）】（整備局配分）

（単位：千円）

箇所名 国　　費 事　業　費

矢吹町 25,500 51,000

福島県計 25,500 51,000
※事業費欄は補助対象事業費であり、参考値である。


