
栃 木 県

水管理・国土保全局



令和元年度補正予算　河川事業（直轄・栃木県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

利根川 渡良瀬川下流 一般河川改修事業 322　 佐野市
さ の し

利根川 利根川上流 河川維持修繕事業 3,877　 伊勢崎市
い せ さ き し

、玉村
たまむら

町
まち

～取手市
と り で し

、我孫子市
あ び こ し

利根川 渡良瀬川 河川維持修繕事業 628　 桐生市
き り ゅ う し

、みどり市
し

～古河市
こ が し

、加須市
か ぞ し

利根川 鬼怒川 河川維持修繕事業 1,042　 宇都宮市
う つ の み や し

、塩谷町
しおやまち

～守谷市
も り や し

利根川 小貝川 河川維持修繕事業 369　 益子町
ま し こ ま ち

～取手市
と り で し

、利根町
と ね ま ち

那珂川 那珂川 河川維持修繕事業 819　 那珂川町
なかがわ ま ち

～河口
か こ う

（※）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。



令和元年度補正予算　河川事業（補助・栃木県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

利根川 秋山川 河川激甚災害対策特別緊急事業 800　 佐野市
さ の し

利根川 武名瀬川 大規模特定河川事業 30　 上三川町
かみのかわまち



栃木県

　令和元年度補正予算直轄ダム事業
（単位：百万円）

事業費は共同費である。

※工事諸費等を除く

堰堤維持事業 利根川五十里ダム 10

利根川川俣ダム 30

堰堤改良事業 利根川川治ダム 20

水資源開発事業 利根川思川開発 684

事業費種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 備　　　　　考



令和元年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（栃木県　１／２）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

とねがわ おじかがわ せりざわ せりざわちくさぼうえんていぐん にっこうし せりざわ

日光砂防 砂防 利根川 男鹿川 芹沢 芹沢地区砂防堰堤群 日光市 芹沢 砂防堰堤工 200
砂防

合計 １箇所 200
とねがわ だいやがわ 　 けごんじょうりゅうとこがためぐん にっこうし ちゅうぐうし

火山砂防 利根川 大谷川 　 華厳上流床固群 日光市 中宮祠 砂防堰堤工 210
とねがわ だいやがわ 　 だいやがわりゅういきしせつかいちく にっこうし きよたき　はんがきめん

利根川 大谷川 　 大谷川流域施設改築 日光市 清滝～萩垣面 砂防堰堤工 450
とねがわ だいやがわ 　 だいやがわとこがためぐんかいちく にっこうし ちゅうぐうし　おおわたり

利根川 大谷川 　 大谷川床固群改築 日光市 中宮祠～大渡 床固工 553
とねがわ きぬがわ こさごえさわ たかとくちくさぼうえんていぐん にっこうし たかとく

利根川 鬼怒川 小佐越沢 高徳地区砂防堰堤群 日光市 高徳 砂防堰堤工 180
火山砂防

合計 ４箇所 1,393

　

　

　

　

合計 ５箇所 1,593

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）

備　考



令和元年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（栃木県　２／２）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

とねがわ わたらせがわ まつきがわ まつきがわじょうりゅうえんていぐんかいちく にっこうし あしおまち

渡良瀬川河川 砂防 利根川 渡良瀬川 松木川 松木川上流堰堤群改築 日光市 足尾町 砂防堰堤工 299
とねがわ わたらせがわ あそざわ あそざわさぼうえんていかいちく にっこうし あしおまち

利根川 渡良瀬川 安蘇沢 安蘇沢砂防堰堤改築 日光市 足尾町 砂防堰堤工 100
とねがわ わたらせがわ あしおちくさぼうしせつかいちく にっこうし あしおまち

利根川 渡良瀬川 足尾地区砂防施設改築 日光市 足尾町 砂防堰堤工 10

合計 ３箇所 409

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）

備　考



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 とねがわ おおやまてらさわ とちぎし ひらいちょうだいくち さぼうえんていこう

砂防等事業 利根川 大山寺沢 栃木市 平井町台口 砂防堰堤工 60
とねがわ てんちょううえさわ しおやぐん しおやまち ふにゅう さぼうえんていこう

利根川 天頂上沢 塩谷郡 塩谷町 船生 砂防堰堤工 40

２箇所 100

令和元年度　第１次補正予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（栃木県　1/1）

合計

事業区分 所在地水系名 渓流名



令和元年度補正予算　地方創生整備推進交付金 栃木県

【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

宇都宮市 34,990 69,980

栃木県計 34,990 69,980
※事業費欄は補助対象事業費であり、参考値である。



令和元年度　直轄砂防事業箇所別調書（ゼロ国）（栃木県　１／１）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

とねがわ だいやがわ いなりがわ だいやがわりゅういきしせつかいちく にっこうし にっこう

日光砂防 火山砂防 利根川 大谷川 稲荷川 大谷川流域施設改築 日光市 日光 砂防堰堤工 156
とねがわ きぬがわ のかどさわ きぬがわりゅういきしせつかいちく にっこうし かわまた

利根川 鬼怒川 野門沢 鬼怒川流域施設改築 日光市 川俣 砂防堰堤工 180
火山砂防

合計 ２箇所 336

合計 ２箇所 336

工　種
事業費
（百万円）

備　考箇所名事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名


